
ホール

イベントカレンダー 11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/10/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

3木
音楽で世界旅行コンサート

浦和
コミュニティセンター
多目的ホール

14:30 資料代（大人）700円
（事前申込み制）

世界文化料理交流会
担当  山田
090-3570-1684
Ｅseikoyamada62@hotmail.com

東京フィル&清塚信也の
「ブラボー！名曲アカデミー」

さいたま市文化センター
大ホール 15:00

A席　4,000円
B席　3,000円
（全席指定）

さいたま市文化センター
048-866-3171

5土

第8回中学生・高校生
アンサンブルコンテスト

プラザウエスト
さくらホール 10:30 入場自由・無料

一般社団法人吹奏楽教育協会
事務局
090-3098-9212

家族でエンジョイ！
ザッキー&メグムンのBooBooサックス

プラザイースト
ホール 14:00

大人1,000円
小学生以下500円
（全席指定）

プラザイースト
048-875-9933

松井咲子・栄東ジョイント
コンサート

さいたま市文化センター
小ホール 14:30 2,000円

（全席指定）
さいたま市文化センター
048-866-3171

6日 第8回中学生・高校生
アンサンブルコンテスト

プラザウエスト
さくらホール 10:00 入場自由・無料

一般社団法人吹奏楽教育協会
事務局
090-3098-9212

13日 さいたま夢KANA音楽祭
RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

14:00
2,000円
（配信1,100円）
（全席自由）

さいたま夢KANA実行委員会
（公社）埼玉中央青年会議所内
048-647-3315

19土

グリーンフェスティバル2022
プラザイースト
多目的ルーム・
映像シアター

10:00 入場自由・無料 担当  多田
048-753-9437

小曽根真×塩谷哲 DUET2022
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）
※さいたま市民割引（各席
種500円引き）あり。

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
048-641-6131

20日
七里コミセンまつり 七里

コミュニティセンター 12:30 入場自由・無料 七里コミュニティセンター
048-687-3688

第9回さいたま伝統芸能
普及フェスティバル

プラザイースト
ホール 13:00 入場自由・無料 プラザイースト

048-875-9933

27日
プラザイースト開館25周年
アニバーサリーフェスティバル

プラザイースト
ホール他 9:30 入場自由・無料

※一部有料
プラザイースト
048-875-9933

埼玉フィルハーモニー管弦楽団
第82回定期演奏会

さいたま市文化センター
大ホール 14:00 入場自由・無料

埼玉フィルハーモニー管弦楽団
担当  森岡
090-5793-9071
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

11月３木 ひさえちゃん・文化の日「心の風景展」
市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶16:00 入場自由・無料
特定非営利活動法人いちご福祉会
担当  田村
090-6194-5751

11月３木
▼

11月13日
大宮工房館まつり・活動サークルの
作品展示と体験会・前期

大宮工房館
ロビー他 10:00▶16:00 入場自由

（体験会は有料）
大宮工房館
048-645-3838

11月３木
▼

11月13日
地域児童作品展・
みずほ保育園大宮天沼，
みずほ保育園天沼第２

大宮工房館
３階ロビー 10:00▶16:00 入場自由 大宮工房館

048-645-3838

11月４金
▼

11月７月
熊谷組悠友会北関東支部
文化祭

氷川の杜文化館
展示場

10:00▶17:00
4日は13:00から
7日は15:00まで

入場自由・無料
熊谷組悠友会北関東支部
担当  大田
0480-22-9738

11月４金
▼

11月９水
生活と風物を撮る

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
4日は11:00から
9日は15:00まで

入場自由・無料
退職会員互助制度写真クラブ
担当  草刈
048-665-3201

11月６日
▼

11月13日
第48回東浦和美術展 プラザイースト

第1・2展示室
10:00▶17:00
13日は16:00まで 入場自由・無料

東浦和美術クラブ事務部
担当  金濱
048-886-0290

11月８火
▼

11月13日
ラルゲット　6人展 氷川の杜文化館

展示場
10:30▶18:30
13日は16:00まで 入場自由・無料

絵画教室ラルゲット
担当  篠崎
Ｅlarghetto_shino@yahoo.co.jp

11月11金
▼

11月15火
フォトフレンズ支部作品展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶17:00
4日は13:30から
9日は16:30まで

入場自由・無料
全日本写真連盟
フォトフレンズ支部
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）

11月19土
▼

11月20日
七里コミセンまつり

七里
コミュニティセンター
全館

10:00▶16:30
（予定） 入場自由・無料 七里コミュニティセンター

048-687-3688

※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
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