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「モーツァルトさん、こんにちは！」  より
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今月のArtist Interviewは5月27日（土）市民会館いわつき ホールで開催される「SaCLaステージVOL.1親子のための参加
型コンサート『モーツァルトさん、こんにちは！』」に出演される、おとみっくの坂本夏樹さんです。音楽を通して人と人
とが繋がるコンサートやワークショップを展開してきたおとみっくの活動や本公演の見どころなどを伺いました。

Artist
Interview

おとみっく
2012年結成。イギリスやポルトガルから学んだ最先端の音楽ワークショップ
を独自の参加型音楽プログラムとして展開する音楽ワークショップ・アーティ
スト。
年齢や言語、障がいの有無を問わず誰もが参加できる音楽ワークショップやコ
ンサートを様々な垣根を越えて開催している。
サントリーホール、ミューザ川崎シンフォニーホール、フィリアホール等、多
くの音楽ホールでの公演を実施。また、ロンドン交響楽団やBBC交響楽団等、
海外のオーケストラとの共同プロジェクトに参加。
現在13名のアーティストが所属し、これまでに約300公演、乳幼児から大人
まで、のべ2万人以上がワークショップに参加。

坂本夏樹
音楽ワークショップのプロデュースから実施までを担うマルチなアーティスト。
一期一会を大切に、年代や対象に合わせたアプローチを得意とする。また応用
行動分析学を習得し、発達障害をもつ子供たちへの音楽療育も専門としている。
ロンドンのギルド ホール音楽演劇学校や、BBC 交響楽団、ポルトガルのカー
ザ・ダ・ムジカによる トレーニングを受講し音楽ワークショップの手法を学ぶ。
おとみっくとしての活動のほか、東京文化会館ワークショップ・リーダーとし
て活動中。
近年では後進への育成にも力を入れており、 東京音楽大学・和洋女子大学にて、

「ミュージック・コミュニケーション講座」「子どもの生活と遊び」「音楽キャリ
ア実習」の授業を担当している。秋田県出身。日本酒とお米が大好き。

Photo：Tetsuro Kameyama

おとみっく

坂本夏樹
N A T S U K I  S A K A M O T O
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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ステージVOL.1親子のための参加型コンサート
「モーツァルトさん、こんにちは！」

音楽ワークショップ・アーティストおとみっくによる、
見て！聴いて！！参加する！！！みんなで楽しめるホール・
コンサートを開催します(0歳から参加できます)。

【演奏予定曲】アイネ・クライネ・ナハトムジーク、
きらきら星変奏曲、交響曲第40番　他

3月25日（土）10：00より発売開始 
※3月26日（日）9：00より窓口にて購入も可

５月27日土　開演 ①11：00　②14：00
市民会館いわつき　ホール
3048-756-5151（9:00〜19:00）

親子ペア1,500円　大人1,000円　子ども500円
3歳以下膝上鑑賞無料　（全席指定）

OK！

本日は音楽ワークショップ・アーティストの「おとみっく」から代表の
坂本夏樹さんにお越しいただきました。皆さんの普段の活動や今
回の公演の見どころなどを伺っていきたいと思います。まずは共
同代表の桜井しおりさんとグループを結成したきっかけから教えて
ください。
　私が音大に通っていたときの夏休みに音楽ワークショップにつ
いて勉強する特別授業があったんです。その授業は他大学からも
学生を受け入れていたので、別の音大から来ていた桜井とそこで
出会いました。その授業で一緒に学んだことがきっかけで、桜井
と「おとみっく」を結成したんです。当時私が大学生だった頃は
ワークショップについて学べる授業があまり多くはありませんで
した。私や桜井がそれぞれ師事していた先生がワークショップの
活動をされている方々だったので、偶然にもお互いがそういう活
動を知るきっかけがあったんですよね。
　それからは国内外の音楽院の先生や演奏家の方々からワーク
ショップについて学びました。
　外国のオーケストラは参加型プログラムのような活動を実施し
ていることが多くて、そういう団体が日本でワークショップをや
る時には私も参加して少しずつ勉強していきました。それらで学
んだことに自分たちなりのアレンジを加えて、おとみっくのスタ
イルを少しずつ確立していきました。ワークショップは一般的な
コンサートとは違って、音楽の知識や楽器を弾ける弾けないに関
係なく一緒に楽しめる機会を提供できることが醍醐味だと思いま
す。何よりも自分たちが参加してみて楽しかったという経験が、
一番の原動力になっていますね。

皆さんが普段やられているコンサートやワークショップはどうのよ
うなプログラムなのですか。
　普段から私たちのコンサートは「参加型コンサート」と銘打って
いて私たちの演奏を聴くだけでなく、お客様もリズムを叩いたり、
一緒に立ち上がって歌ったり、踊ったりしていただきます。様々
な参加方法で一緒に音楽を作っていくという内容です。ワーク
ショップはフラットな会場で実施することが多いです。皆で輪に
なって顔を見合わせて、そこに集まった人たちが音楽を通して仲
良くなれるようなプログラムになっています。内容は楽器を一緒
に演奏したり、アイディアを出してもらって音楽づくりをしたり、
その場に参加してくれた方々の表現を活かしながら音楽でコミュ
ニケーションをとっていくのがワークショップスタイルですね。
　参加してくださる方の年齢などによって内容は変えますが、私
たちの活動を通してクラシックや民族音楽など様々な音楽に触れ
てもらいたいと思っています。初めて耳にする曲ってどう楽しめ
ばいいのか分からないこともあると思いますが、その楽しみ方を
私たちのワークショップを通して全身で感じてもらえたら嬉しい
ですね。

近年のコロナ禍では参加者同士が触れ合うプログラムを行うこと
が難しいときもあったのではないでしょうか。
　そうですね、私たちのワークショップは密接に触れ合って行う
ことこそが特徴のひとつだったので、そういうイベントがすべて
キャンセルになったこともありました。でも、そんなときだから
こそ新しいコミュニケーションの方法を考えようと思ったんです。
私たち音楽家が休んでしまうと、子どもたちが音楽に触れる機会
も減ってしまうので、オンラインでイベントを行ったり、映像作

品を作ってみたり様々なことを試しま
した。そんな中で「ベートーヴェンさ
ん、こんにちは！」という映像作品を
制作し、YouTubeで公開されたこと
が、実は今回のコンサートに繋がって
います。コロナ禍での活動は大変なこ
とも多いですが、新しい表現方法を模
索する機会にもなりました。以前は関
東を中心に活動していましたが、オン
ラインという手法を用いることで全国の方と繋がれるようにも
なったんです。そこで様々な方が私たちのことを知ってくれたこ
とで現在は地方公演へと拡がっているので、全てが今の活動に繋
がっています。

コロナ禍を経てさらに進化した皆さんのコンサートが楽しみです。
ところで、今回は「モーツァルトさん、こんにちは！」というタイトル
が印象的ですが、どのような内容となっているのでしょうか。見ど
ころなどを教えてください。
　このコンサートはモーツァルトさんからお手紙が届くことから
スタートします。そのお手紙を通してモーツァルトの人となりや
楽曲について知ることができるようになっているんです。もちろ
んモーツァルトの名曲を演奏するのですがそこにジャズやラテン
など様々な要素を交えたアレンジでお届けします。初めてクラ
シックに触れるお子様にも楽しんでいただけると思います。使用
する楽器もピアノ、ヴァイオリン、そして様々な打楽器が登場す
るので、音色のバリエーションにも注目してもらいたいです。私
たちの演奏だけでなくオリジナルイラストと共に物語が進んでい
きますので、お客様にもリズムに合わせて身体を動かしたり、歌っ
たり自由に参加してもらいたいです。

最後に、公演を楽しみにされている読者の方へメッセージをお願
いします。
　今回はピアノとヴァイオリン、そして打楽器と生演奏としての
厚みもあるし、色々なジャンルの曲を聴くことができるので、大
人の方はもちろんお子様のコンサートデビューにもぴったりな公
演だと思います。0歳から100歳まで誰もが楽しめる時間をお届
けしますので、お気軽にお越しください。よろしくお願いします。
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おすすめ公演情報

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。

25th Anniversary
高嶋ちさ子&加羽沢美濃 ～ゆかいな音楽会～

ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子とピアニスト・加羽沢美濃がゆかいな
仲間たちと一緒に楽しいコンサートを開催します。

2月24日（金）10：00より発売開始
※2月25日（土）9：00より窓口にて購入も可

５月27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）

6,800円（全席指定）　未就学児不可

プラザイースト　ワンコインコンサート
日本とフランスを繋ぐメロディー～ミュゼット、そしてシャンソン～

東京を拠点に全国で活動するアコーディオニスト田ノ岡三郎
が、パリと東京を拠点に活動するシンガー・ヴァイオリニストReina 
Kitadaをむかえ、パリ大衆音楽の名曲を中心にお届けします。
【演奏予定曲】オー・シャンゼリゼ、愛の讃歌、バラ色の人生　他

３月４日（土）10：00より発売開始
※３月５日（日）9：00より窓口にて購入も可

６月４日日　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048-875–9933（9:00〜21：00）

500円（全席指定）　未就学児不可
田ノ岡三郎 with Reina Kitada

高嶋ちさ子(ヴァイオリン) 加羽沢美濃(ピアノ)

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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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

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

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

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

第21回浦和タロ人会
三遊亭鬼丸独演会

南浦和で毎年恒例の独演会。今回も豪華ゲストと一緒に地元の皆
さんに楽しんで頂きます。
【出演】三遊亭鬼丸、桂三度(上方落語)、立花家橘之助(三味線漫談)

５月６日土　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）

2,500円（全席指定）　未就学児不可

３月１１日（土）10：00より発売開始
※３月１２日（日）９：００より窓口にて購入も可

プレミアクラシックVol.16
情熱のタンゴ～再び舞う響演～

ヴァイオリン・バンドネオン・ギターのトリオ「トリアングロ」と２組のダンサーによる音楽とダン
スのコラボレーションを今年も開催いたします。昨年ご覧いただけなかった方もこの機会に
ぜひご鑑賞ください。【演奏予定曲】リベルタンゴ、オブリビオン、ラ・クンパルシータ　他

６月18日日　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048-875–9933（9:00〜21：00）

3,500円（全席指定）　未就学児不可

３月２５日（土）１０：００より発売開始
※３月２６日（日）９：００より窓口にて購入も可

OK！

友の会料金　3,200円
先行予約日　3月23日木・24日金各日10：00より発売開始

Cristian＆Nao David&Belen

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。 52023/3



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。

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

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。
※各施設の営業時間に鑑賞可
※２月１８日（土）・２７日（月）は１６：００

まで
【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

開催中～２月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

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　名曲セレクション

フランス・パリの「Japan Expo」にて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、パッヘルベルのカノン(春ver)　他　※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）。

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

発売中

OK！

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。
たった一人で奏でるオーケストラ。電子ピアノ
で巡る70分世界一周をお届けします。

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

発売中

稲田志保子

チケットは岩槻駅東口コミュ
ニティセンターのみで販売
048–758–6500

稲垣潤一CONCERT2023

和製シティ・ポップスの代表格「ドラマティック・
レイン」やドラムを叩きながら歌う“叩き語り”
も見逃せない‼

発売中

５月27日土　開演 17：30
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

6,800円（全席指定）　未就学児不可 友の会料金　6,300円

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？
【演奏予定曲】さくら〜祈り(さくらさくら)、シルク
ロードのテーマ　他

OK！

発売中

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 玉yu薇〜tamayura
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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

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

第１９回見沼区文化まつり
見沼区内の公共施設などで活動し
ている団体・個人による芸能発表・
作品展示を開催。

【申込み方法】
当日、直接、会場へ

【問合せ】
見沼区文化まつり実行委員会事務
局（見沼区役所コミュニティ課内）
TEL：048－681ー6021

３月４日土・５日日
9：30〜16：00
片柳コミュニティセンター全館

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

市民会館おおみやフェスティバル
RaiBoC Hall（市民会館おおみや）
の大ホールでカワイグランドピア
ノSK-EXの公開演奏体験、小ホー
ルでギター発表会、展示室でフ
リーマーケットを開催します。

【申込み方法】
当日、直接、会場へ

【問合せ】
RaiBoC Hall（市民会館おおみや）
TEL：048－641－6131

２月26日日
R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホ ー ル
all（市民会館おおみや）

展示室1〜3…10：00〜16：00
小ホール…開演11：00
大ホール…13：00〜17：00

定員 小ホール340人　大ホール
1400人　観覧自由・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

Sakura Live 2023
プラザウエスト利用グループによ
る発表会を開催します。

【申込み方法】
当日、直接、会場へ

【問合せ】
プラザウエスト
TEL：０４８－８５８－９０８０ ３月５日日　開演 13：30

プラザウエストさくらホール

定員 402人　観覧自由・無料

BIG BAND JAZZ CONCERT
市民の公募により結成された活動
13年目を迎えたビックバンド。今
回は「砂田知宏スペシャルバンド」
をゲストに迎え皆さんに楽しんで
いただける演奏をお届けします。
メンバー随時募集中です！

【申込み方法】
当日、直接、会場へ
※11：30より整理券を配布予定

【問合せ】担当：今村
TEL：０９０－６１２３－３７９８

３月11日土　開演 13：00
さいたま市文化センター　小ホール

定員 340人　観覧自由・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。 72023/3



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（P12～13参照）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。）

文化芸術活動の支援組織

アーツカウンシルさいたま
アーツカウンシルさいたまでは、さいたま国際芸術祭２０２３公募プログラムを募集します

＜さいたま国際芸術祭２０２３開催概要＞

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
Ｔ０４８-７６７-5350　　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、さいたま国際芸術祭２０２３のテーマ「わたしたち」に沿った、市民と共につくりあげる公募プロ
グラムを実施します。自らのプログラムを発表し、共に芸術祭をつくりあげたいというアーティストやキュレーター・アートマネー
ジャー（個人又は団体）を募集します。
　詳細は下記サイトをご覧ください。 
Ｈ https://artsaitama.jp/
募集期間：2023年２月７日(火)～３月７日(火)まで

●さいたま国際芸術祭公募プログラム説明会を開催します。
説明会：①２月10日（金）19：00～20：00　※さいたま市文化センター３F大集会室
　　　　②２月18日（土）11：00～12：00　※RaiBoC Hall（市民会館おおみや）５F情報発信コーナー
　詳しくは、アーツカウンシルさいたま（Ｔ048-767-5350　Ｆ048-767-5351）へ。

名　称：さいたま国際芸術祭２０２３
　　　　≪愛称≫Art Saitama2023
テーマ：「わたしたち」
会　期：2023年10月7日(土)～12月10日(日)
会　場：旧市民会館おおみや（メイン会場）他、市内施設

　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。

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

観覧自由・無料
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【出演】
指揮：梅田俊明、ソプラノ：森麻季、
司会：朝岡聡、東京フィルハーモニー交響楽団

【プログラム】
第１部
J.シュトラウスⅡ：ワルツ「春の声」
ドヴォルザーク：歌劇「ルサンカ」より“月によせる歌”
レハール：喜歌劇「メリー・ウィドウ」より“ヴィリアの歌”
プッチーニ：歌劇「ボエーム」より“私が街を歩くと”

第２部
お楽しみリクエスト曲コーナー
お年玉プレゼント抽選会
ラヴェル：ボレロ

アンコール
J.シュトラウスⅡ：ポルカ「観光列車」

ス テ ー ジ レ ポ ー ト

Stage report

　2022年4月、市民会館おおみやは大宮区大門町へ移転いたしました。
RaiBoC Hall（レイボックホール）という新たな愛称でオープンした当館は、
おかげさまで市内外を問わず多くの方にご愛顧いただいております。今年
1月には開館以来はじめてのお正月を迎え、日頃よりお世話になっている
感謝の気持ちを込めてニューイヤーコンサートを開催いたしました。
　開演時間になると指揮者の梅田俊明さんと東京フィルハーモニー交響楽
団がステージに登場し、満員の会場から大きな拍手が贈られました。男性
は黒のタキシード、女性は色とりどりのカラフルなドレスを身に纏い、お
正月らしい厳かさと華やかさをステージに添えます。
　一曲目に披露された「春の声」は、その軽やかな音色が新年を迎えた胸
の高鳴りを彷彿とさせ、聴く者に華やぐ春の訪れを感じさせます。その後
は日本を代表するソプラノ歌手の森麻季さんによる歌劇の名曲が続々と披
露されました。卓越した表現力を伴う高音がホールに響き渡ると、その透
き通った声に思わずウットリと聞き入ってしまいます。
　本公演はお正月らしい様々なお楽しみ企画が行われました。「リクエス
ト曲コーナー」では、演奏する曲を当日お越しのお客様による多数決で決
めます。司会の朝岡さんが候補曲を読み上げ、お客様は聴きたいと思った
曲に入場時に配布されたサイリウムを振り、最も多くの票を集めた曲が演
奏されるというプログラムです。また、「お年玉プレゼント抽選会」ではご
来場のお客様の中から抽選で豪華景品をお贈りしました。なんと1位の景
品は次に演奏する「ラデツキー行進曲」で指揮者体験ができるというもの。
当選者の方の指揮によって披露されたJ.シュトラウス1世の代表曲に、お
客様による大きな手拍子もあわさり、会場が一つとなりました。心がほぐ
れるような暖かい雰囲気に包まれ、コンサートは幕を閉じました。

　間もなく開館から一年が経とうとして
いるRaiBoC Hallは2023年も様々なコン
サートやイベントを予定しております。市
民の皆様に文化芸術を通して素敵なひと時
をお届けできるよう一層精進いたしますの
で、どなた様も当館にぜひお越しください。

RaiBoC Hall（レイボックホール）
ニューイヤーコンサート2023

2023年1月7日（土） R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホール
all（市民会館おおみや） 大ホール

▲リクエスト曲コーナーの様子▲抽選会の当選者を選ぶ梅田さん

92023/38 2023/3



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
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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

観覧自由・無料
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【出演】
指揮：梅田俊明、ソプラノ：森麻季、
司会：朝岡聡、東京フィルハーモニー交響楽団

【プログラム】
第１部
J.シュトラウスⅡ：ワルツ「春の声」
ドヴォルザーク：歌劇「ルサンカ」より“月によせる歌”
レハール：喜歌劇「メリー・ウィドウ」より“ヴィリアの歌”
プッチーニ：歌劇「ボエーム」より“私が街を歩くと”

第２部
お楽しみリクエスト曲コーナー
お年玉プレゼント抽選会
ラヴェル：ボレロ
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J.シュトラウスⅡ：ポルカ「観光列車」
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　2022年4月、市民会館おおみやは大宮区大門町へ移転いたしました。
RaiBoC Hall（レイボックホール）という新たな愛称でオープンした当館は、
おかげさまで市内外を問わず多くの方にご愛顧いただいております。今年
1月には開館以来はじめてのお正月を迎え、日頃よりお世話になっている
感謝の気持ちを込めてニューイヤーコンサートを開催いたしました。
　開演時間になると指揮者の梅田俊明さんと東京フィルハーモニー交響楽
団がステージに登場し、満員の会場から大きな拍手が贈られました。男性
は黒のタキシード、女性は色とりどりのカラフルなドレスを身に纏い、お
正月らしい厳かさと華やかさをステージに添えます。
　一曲目に披露された「春の声」は、その軽やかな音色が新年を迎えた胸
の高鳴りを彷彿とさせ、聴く者に華やぐ春の訪れを感じさせます。その後
は日本を代表するソプラノ歌手の森麻季さんによる歌劇の名曲が続々と披
露されました。卓越した表現力を伴う高音がホールに響き渡ると、その透
き通った声に思わずウットリと聞き入ってしまいます。
　本公演はお正月らしい様々なお楽しみ企画が行われました。「リクエス
ト曲コーナー」では、演奏する曲を当日お越しのお客様による多数決で決
めます。司会の朝岡さんが候補曲を読み上げ、お客様は聴きたいと思った
曲に入場時に配布されたサイリウムを振り、最も多くの票を集めた曲が演
奏されるというプログラムです。また、「お年玉プレゼント抽選会」ではご
来場のお客様の中から抽選で豪華景品をお贈りしました。なんと1位の景
品は次に演奏する「ラデツキー行進曲」で指揮者体験ができるというもの。
当選者の方の指揮によって披露されたJ.シュトラウス1世の代表曲に、お
客様による大きな手拍子もあわさり、会場が一つとなりました。心がほぐ
れるような暖かい雰囲気に包まれ、コンサートは幕を閉じました。

　間もなく開館から一年が経とうとして
いるRaiBoC Hallは2023年も様々なコン
サートやイベントを予定しております。市
民の皆様に文化芸術を通して素敵なひと時
をお届けできるよう一層精進いたしますの
で、どなた様も当館にぜひお越しください。

RaiBoC Hall（レイボックホール）
ニューイヤーコンサート2023

2023年1月7日（土） R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホール
all（市民会館おおみや） 大ホール

▲リクエスト曲コーナーの様子▲抽選会の当選者を選ぶ梅田さん
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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。

　文化・芸術・趣味
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

ガラスフュージング講座A・B 日程 3月17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 3/6㈪
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

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

PON!と小鼓体験inさいたま 日程 3月24日金・31日金
         ①15:00～16:00 ②17:00～18:00 ③19:00～20:00（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、学生クラス3,000円　　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

登山における初めてのテント泊講習会 日程 4月23日日・5月14日日・6月3日土 10:00～12:00（全3回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区初心者を対象にテント泊登山の基礎を学ぶ講座を開催します

費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の15歳以上の方（中学生を除く）　　定員  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 3/24㈮
問合せ・受付  〒339-0057 さいたま市岩槻区本町3-1-1 岩槻駅東口コミュニティセンター　☎ 048-758-6500

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

〒○○○-○○○○
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　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 日程 3月16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・3/9㈭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

クワガタの生態を学ぼう！ 日程 4月16日日 ①9:30～ ②11:00～
　　4月23日日 ①9:30～ ②11:00～（各全1回）
会場 プラザイースト 緑　区クワガタの幼虫が成虫になるまでの様子と捕り方を勉強します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の①小学1～2年生、②小学3～6年生　　定員  各20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 3/26㈰
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

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

伸び代を信じて
～子育て編～

　私が小学校低学年の時、通信簿を見た母は「どの教科にもみんな
○が付いているじゃない。凄いね。」と言ってくれました。しかし、
その通信簿の〇は「よくできました」ではなく「がんばろう」の項目
に片寄っていました。つまり成績は悪かったのです。そんなこと
も分からぬ私でしたが、母の無茶な誉め言葉のお陰で、教員とし
て社会に出ることができ、今では大学の教員になっています。
　成績というのは学校の成績から始まり、営業成績など仕事の成
績へと大人になっても続きます。このように一生付きまとってき
ますが、子供にとっての成績は大人のものとは違います。未来の
可能性に関わる成績なのです。大人の成績は結果に対してのもの、
過去に自分が行ったことに付けられます。そして、その結果は給
与等に反映され、生活がかかってきます。子供の成績も結果に対するものですが、生活がかかっているわけではありませ
ん。しかし、大人は安定した生活ができるように何とかよい成績を取らせようとするのです。でも、私のような子供の場
合には、いくら口をすっぱくして「勉強しろ！」と言っても成績は良くなりません。成績の意味、というより学ぶことの意
味が分かっていないのですから。その子に残るのは不快感だけなのです。
　子供は一人ひとり成長の度合いが違います。学ぶために子供が持っている器の大きさが違うのです。しかし、今の段階
で小さいからと言って悲観することはありません。この器は間違いなく大きくなっていきます。ただ、大きくなる時期は
一人ひとり皆違います。しかも親が望む時に大きくなってはくれません。大器晩成という言葉があるように、諦めた頃に
ぐんと大きくなる場合が大いにあるのです。
　教育に焦りは禁物です。「成績が悪い」ということはその子には大きな伸び代があるということ。他の子供と比べるので
はなく、その子ならではの成長を見て、その成長を楽しんでいきませんか。きっと新たな可能性が見つかるはずです。

■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。

筆者の通った小学校の職員室（昭和40年頃）
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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
3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
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ホ ー ル
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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
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
3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
3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
3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6月30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

12 2023/3



東
北
自
動
車
道

旧
中
山
道

第
二
産
業
道
路

産
業
道
路

首
都
高
速
埼
玉
大
宮
線

新
大
宮
バ
イ
パ
ス

東京外
環自動

車道

指扇
駅

日進
駅

西大
宮駅 大宮公

園駅

大和田
駅

七
里
駅

岩
槻
駅

東岩
槻駅

北
大
宮
駅

宮
原
駅

吉
野
原
駅

今
羽
駅

東
宮
原
駅

加
茂
宮
駅 土

呂
駅

東
大
宮
駅

鉄
道
博
物
館
（
大
成
）
駅

大
宮
駅

与
野
本
町
駅

北
与
野
駅

南
与
野
駅

中
浦
和
駅

西
浦
和
駅

北
浦
和
駅

浦
和
駅

与
野
駅

南浦和駅

武
蔵
浦
和
駅

東浦
和駅

東川口
駅

浦和
美園駅

さ
い
た
ま
新
都
心
駅

川越
線

東武
野田
線

宇
都
宮
線

ニ
ュ
ー
シ
ャ
ト
ル

新
幹
線

武蔵
野線

京
浜
東
北
線

宇
都
宮
線

埼
京
線

高
崎
線

埼
玉
高
速
鉄
道
線

大宮区役所

緑区役所

南区役所

桜区役所

見沼区役所

岩槻区役所

浦和区役所
市役所

北区役所

西区役所

県庁

西区

桜区

浦和区

南区

中央区

大宮区

見沼区

岩槻区

北区

緑区

17

17

17

17

17

16

16

463

463

463

122

463

463

463

463

16

79

64

1

5

34

40

57

57

56

2

65

2

324

381

214

164

164

105

215

214

80

48

79

298

中央
区役所

1

恭慶館
27

18
19

17

24

11

10

20
21

23

ＲａｉＢｏＣ　Ｈａｌｌ
（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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高鼻コミュニティセンター

片柳コミュニティセンター

七里コミュニティセンター

コミュニティセンター
いわつき

岩槻駅東口
コミュニティセンター

下落合コミュニティセンター

浦和コミュニティセンター
25 さいたま市市民活動サポートセンター

南浦和コミュニティセンター

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

プラザウエスト

プラザイースト

馬宮コミュニティセンター

東大宮
コミュニティセンター

西部文化センター

日進公園
コミュニティセンター

盆栽四季の家

726 9

6

氷川の杜文化館
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

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
3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
3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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設
（
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民
活
動
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援
施
設
を
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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：

3０４８‒813‒6400　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 3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/2/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

4土

さいたまスーパーシニアバンド
市民活動 官・学連携プロジェクト
成果発表会

さいたま市文化センター
小ホール 14:00 1,500円

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

～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

市民会館いわつき
ホール 14:00 4,300円

（全席指定）
市民会館いわつき
048-756-5151

5日

しまじろうとガオガオさんの
サイエンスショー

さいたま市文化センター
大ホール

第1部　12:30
第2部　14:45
第3部　17:00

3,980円
（全席指定）

しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

Sakura Live 2023 プラザウエスト
さくらホール 13:30 入場自由・無料 プラザウエスト

048-858-9080

ビッグバンドジャズコンサート さいたま市文化センター
小ホール 13:00 入場自由・無料 さいたま市文化センター

048-866-3171

11土 BIG BAND JAZZ CONCERT さいたま市文化センター
小ホール 13:00 入場自由・無料 担当  今村

090-6123-3798

12日

家族でエンジョイ♪集まれ！
音modachi コンサート

さいたま市文化センター
小ホール 14:00

大人1,000円
小学生以下500円
（全席指定）

さいたま市文化センター
048-866-3171

お茶のみ落語ホール編 プラザウエスト
さくらホール 14:00 2,500円

（全席指定）
プラザウエスト
048-858-9080

スプリングコンサート
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

19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３セミナールーム 11:00 無料・予約制 担当 福山

070-3275-5896

さいたま子どもスーパーカッション
第11回定期演奏会

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

21火 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

22水 秋山かえで(Cl)・小川佳津子(Perc)・
門下生によるコンサート

プラザイースト
ホール 18:00 無料 担当 小川

048-887-1812

24金
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～

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

14 2023/3

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

３月６月
▼

３月12日
フォトグラフ彩
第３回彩写真展

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
6日は13:00から
12日は15:00まで

入場自由・無料 フォトクラブ彩
Ｅj_tanaka@kxb.biglobe.ne.jp

３月17金
▼

３月19日
第41回三島書作展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶16:30

19日は15:00まで 入場自由・無料
三島会
担当  志田
048-689-0113

３月24金
▼

３月26日
第19回蓮根会・第8回皇山書友会
合同書展

氷川の杜文化館
展示場

10:00▶17:00
24日は16:00まで 入場自由・無料

蓮根会・皇山書友会
担当  遠藤
090-6178-3907
Ｅeikyu-e@ezweb.ne.jp

３月29水
▼

４月２日
新日美さきたま支部展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
29日は13:00から
2日は16:00まで

入場自由・無料
新日本美術協会さきたま支部
担当  住佐
048-666-9076

※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



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

（公財）さいたま市文化振興事業団
　　　（サクラ）サポーターズ募集!!募 集

登 録 者

登録資格 　(１)さいたま市在住の方
 (２)高校生以上の方(高校生の場合は保護者の同意が必要となります。)
 (３)文化芸術活動に理解と関心を持ち、積極的に(公財)さいたま市文化振興事業団開催の自主事業に協力して

いただける方
 (４)パソコンやスマートフォンなどのメールアドレスをお持ちで、メールでの連絡が可能な方20人程度

その他 　・新型コロナウィルス感染症対策を十分に行った上での活動となります。
 ・SaCLaサポーターズは無報酬とし、交通費・食事代についても自己負担となります。(ボランティア保険は当

事業団負担で加入)
 ・活動前に4月8日㈯または14日㈮の新年度研修会(業務説明会)へご参加ください。
応募方法 　所定の登録申請書を、郵送又はFAXもしくはメールにて下記まで提出してください。(登録申請書については

３月１日㈬から市内の各公共施設、事業団ホームページ等で配布します。)
申込み先 〒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事業課内　SaCLaサポーターズ係
締切日 　3月31日㈮必着
お問合せ 　電話：048-866-4600（SaCLaインフォメーションセンター）

FAX：048-837-2572　　E-Mail：sacla-s@saitama-culture.jp

活動内容 　(公財)さいたま市文化振興事業団主催公演（コンサート等）の運営協力
　　　　　　●チケットのもぎり　●来場者への客席案内　●場内アナウンス
　　　　　　●公演の内容や感想等のレポート原稿作成　など
活動期間 　2023年４月１日㈯～2024年３月31日㈰(年度毎に更新)

登録について

あなたも
コンサートのお手伝いを
してみませんか？

チ ャ レ ン ジ

Challenge

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 3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  3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 3月2日㈭・9日㈭・16日㈭・23日㈭・30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）

152023/3

⬅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



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SaCLa12月号の「SaCLaアーツ Friday One Coin Concert Vol.45　サイン色紙」プレゼント
の当選者は坂田えり子様、松岡忠男様、安斉弘治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ステージVOL.1
親子のための参加型コンサート『モーツァル
トさん、こんにちは!』」（5月27日(土)①11
時/14時・会場:市民会館いわつき）に出演さ
れる坂本夏樹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⑤3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「SaCLaステージVOL.1色紙」プレゼント係までご
応募ください【締切:3月15日（水）必着】。当選者の発表
は、SaCLa６月号にて発表いたします。

16 2023/3
LINEで
友だちになろう！

URL　https://lin.ee/euusFoK
※当アカウントのトークルーム内でお客様の個人情報を求めたり、確認したりすることは行っておりません。
　また、メッセージの配信にあたって、当事業団がお客様のLINE IDの確認や、取得することはできません。

SNS も CHECK！

@975qwyoo

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

LINEで友だちになろう！

お問合せ　048-866-4600（SaCLaインフォメーションセンター）


