
ホール

イベントカレンダー 9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/8/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

3土 ウエストで楽しめる名作オペラ
「フィガロの結婚」

プラザウエスト
さくらホール 14:00

大人2,000円
中学生以下1,000円
（全席指定）

プラザウエスト
048-858-9080

8木 木山裕策と歌声カルテットの
昭和歌謡コンサート

さいたま市文化センター
小ホール 14:00 2,500円

（全席指定）
さいたま市文化センター
048-866-3171

10土 ０歳から楽しめるファミリーシアター
「へんてこうじょう」

プラザウエスト
さくらホール

①11:00
②14:00

大人2,500円
高校生以下500円
（全席指定）

プラザウエスト
048-858-9080

11日
MYSTERY NIGHT TOUR 2022
稲川淳二の怪談ナイト
～稲川怪談30年連続公演～

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

17:00
前売5,800円
当日6,000円
（全席指定）

KMミュージック
045-201-9999
（月・水・金11:00～13:00）

17土

東大宮演劇祭
東大宮
コミュニティセンター
ホール

13:00
（予定） 入場無料 東大宮コミュニティセンター

048-667-5604

美園グループ協働事業
「岩槻高等学校書道部
書道パフォーマンス！」

岩槻駅東口前
クレセントモール

15:30
（予定） 入場無料 岩槻駅東口コミュニティセンター

048-758-6500

18日

美園コミュニティセンターまつり
「発表の部」

美園
コミュニティセンター
多目的ホール

10:00
（予定） 観覧自由・無料 美園コミュニティセンター

048-764-8810

東大宮演劇祭
東大宮
コミュニティセンター
ホール

13:00
（予定） 入場無料 東大宮コミュニティセンター

048-667-5604

リトルコンサート
～２台のピアノにのせて～

さいたま市文化センター
小ホール 13:30 入場無料

Romi Music
担当  西村
080-1159-3809

あんさんぶるおとまつ
コンサート2022

プラザイースト
映像シアター 15:30 1,000円 担当  大野

090-9370-6919

19月

秋のはじまりコンサート
浦和
コミュニティセンター
多目的ホール

9:40 資料代600円
（申込み制）

音楽を楽しむ会
担当  山田
090-3570-1684
Ｅseikoyamada62@hotmail.com

美園コミュニティセンターまつり
「発表の部」

美園
コミュニティセンター
多目的ホール

10:00
（予定） 観覧自由・無料 美園コミュニティセンター

048-764-8810

23金 春日部共栄高等学校吹奏楽部
オータムコンサート2022

さいたま市文化センター
大ホール 13:30

高校生以上900円
中学生以下600円
（全席指定）

春日部共栄高等学校吹奏楽部
〈顧問〉048-737-7611

24土
東京大衆歌謡楽団コンサート プラザイースト

ホール 14:00 3,500円
（全席指定）

プラザイースト
048-875-9933

気軽にクラシックvol.44
千住真理子トーク＆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

25日

つながるカフェ
不登校や引きこもりの方の保護者の会

プラザイースト
第1セミナールーム 11:00 入場無料・予約制 担当  福山

070-3275-5896

平和を祈るコンサート さいたま市文化センター
小ホール

①11:00
②15:00

4,000円
（全席自由）

さいたまシティオペラ事務局
048-887-5486

30金 まちづくりヒマワリ会 さいたま市文化センター
多目的ホール 14:00 入場無料・申込み制

（申込期間:9/2～9/12）

まちづくりヒマワリ会
担当  村松
TEL:090-1764-8210
FAX:048-887-4136
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申込み・お問合せ さいたま市市民活動サポートセンター
Ｈhttp://www.saitamacity-support.jp/
〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町１１－1 コムナーレ９F
TEL：048-813-6400　FAX：048-887-0161

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

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 6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  6月3日㈮～10日㈮　申込方法  来館・電話・FAX　郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、希望時間（①・②・③）、相
談内容をご連絡ください。【申込書】さいたま市市民活動サポートセンターにて配布、さポットホームページからダウンロード

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 6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、来館にて受付（先着順）

七夕飾りde活動紹介パネル展の参加団体募集
市民活動を広く社会にＰＲするためにパネル展に参加する団体を募集します。
開催日時 6月19日㈰~7月9日㈯　【準備】6月18日　【片付】7月10日　
対象・定員 市民活動団体・10団体　費用  無料　申込期間  5月17日㈫～6月17日㈮
申込方法  申込書にご記入の上、来館・FAX・e-mailで、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、さポットホーム
　　　　ページからダウンロード

152022/6

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

６月３金
▼

６月５日
月桃忌
-近田洋一の世界

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:30▶19:00
5日は20:00まで 入場自由・無料

宮北会
担当  江藤
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）

６月６月
▼

６月12日
馬宮水彩画の会
第９回水彩画展

氷川の杜文化館
展示場

10:00▶17:00
6日は13:00から
12日は15:00まで

入場自由・無料
馬宮水彩画の会
担当 清水
048-624-0390

６月10金
▼

６月12日
戦後77年アジアとともにパネル展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶18:00
10日は12:00から
12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  小川
090-7422-2002

６月13月
▼

６月19日
第14回ウオック絵画展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
13日は13:00から
19日は12:00まで

入場自由・無料
WOC（ウオック）絵画サークル
担当  牧田
090-1208-1065

６月15水
▼

６月19日
ヴィオレ・C展（油彩・水彩）

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
19日は15:00まで 入場自由・無料

アートスタジオ・U
担当  西村
090-4429-9179

６月22水
▼

６月26日
こまゆの会　桜　着物リメイク展示会 プラザウエスト

ギャラリー
10:00▶16:00
22日は13:00から 入場自由・無料

こまゆの会　桜
担当  鬼山
090-4539-5775

６月23木
▼

６月25土
第36回清流会書展 氷川の杜文化館

展示場
9:00▶17:00

25日は15:00まで 入場自由・無料
清流書道会
担当  細田
048-624-6844

６月23木
▼

６月26日
木彫「野鳥とのふれ会い」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▶16:30
23日は10:30から
26日は15:00まで

入場自由・無料
浦和バードカービングクラブ
担当  和仁
080-4790-6397

※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

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

詳しくは各主催者、施設等へご連絡ください。

※公演の日時・内容については、予告なく中止や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



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
Ｈhttp://www.saitamacity-support.jp/
〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町１１－1 コムナーレ９F
TEL：048-813-6400　FAX：048-887-0161

 e-mail：supportcenter@saitama-culture.jp

さ ット 談ポ 相 市民活動のための無料相談を行っています

市民活動はじめの一歩
地域活動に関する基本的な知識を学んだのち、活動を体験します
開催日時 9月17日㈯　13:30～16:00　対象・定員  ボランティアやＮＰＯ活動に関心のある方・30人　費用  無料
申込方法  公益財団法人いきいき埼玉で、インターネット・電話・来館にて受付中　TEL:048-728-7116　Ｈhttps://www.iki-iki-
saitama.jp/kenkatsu/kouza/　その他  講師：藤井美登利氏　持ち物：筆記用具
事例発表団体：ＮＰＯ法人子ども文化ステーション、岩槻ホタルの会、(公社)さいたま観光国際協会国際交流センター

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 9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  9月2日㈮～9日㈮　申込方法  来館・電話・FAX　郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、希望時間（①・②・③）、相談内
容をご連絡ください。【申込書】さいたま市市民活動サポートセンターにて配布、公式サイト「さポット」からダウンロードできます。

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 9月1日㈭・8日㈭・15日㈭・22日㈭・29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、来館にて受付（先着順）

152022/9

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

９月１木
▼

９月３土
いきがい大学浦和学園校友会文化祭
（写真と俳句展）

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:00▶17:00
1日は12:00から
3日は16:00まで

入場自由・無料
彩の国いきがい大学浦和学園
校友会連絡協議会
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）

９月８木
▼

９月12月
2022女性支部写真展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:30▶17:00
8日は13:00から
12日は16:00まで

入場自由・無料

全日本写真連盟埼玉県本部女性支部
担当 一瀬
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）

９月10土
▼

９月19月
第６回生徒作品展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
19日は16:00まで 入場自由・無料

田村禮子水彩画教室
担当  田村
048-686-4546

９月13火
▼

９月17土
デジタル写真展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:00▶17:00
13日は12:00から
17日は16:00まで

入場自由・無料
全日本写真連デジタル支部
担当  竹内
048-251-2932

９月18日
▼

９月20火
星野文昭絵画展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:00▶20:00
18日は12:00から
20日は19:00まで

入場自由・無料
えん罪被害者を救い、
人権を守る連絡会
担当  皆川
080-5548-9852

９月26月
▼

９月30金
第32回
うしお水彩画大宮グループ展

氷川の杜文化館
展示場

9:00▶17:00
26日は12:00から
30日は16:00まで

入場自由・無料
うしお水彩画大宮グループ
担当  神田
048-642-1673

９月26月
▼

10月1土
ののはなの会作品展2022

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
26日は12:00から
1日は16:00まで

入場自由・無料
ののはなの会
担当  折居
048-649-2186

※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

⬅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

※開催期間内に施設が休館している場合がございます。


