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今月のArtist Interviewは12月24日（金）さいたま市文化センター小ホールにて開催する『SaCLaアーツ　Friday One 
Coin Concert　Vol.41　～懐かしのスペイン！名曲とフラメンコ舞踊～』へご出演いただくパティオ・アンダルースの
木南利夫さん、木南めいみさんです。初登場のお二人にフラメンコの魅力、コンサートの見どころなどをお伺いしました。

Artist
Interview

フラメンコギタリスト

木南 利夫
フラメンコダンサー

木南 めいみ

パティオ・アンダルース

兄の影響で12歳よりフラメンコギターを始める。
伊藤日出夫、飯ヶ谷守康、エンリケ坂井各氏に師事。
第2回コンクルソ・デ・アルテ・フラメンコ東京で3位入賞。セルバンテス・フ
ラメンコギターコンクールで2位入賞。
フラメンコのルーツに重点を置きながらも、繊細さも大切にした演奏スタイ
ルで、ソロ、伴奏で活躍。特にカンテ（フラメンコの歌）の伴奏において定評
がある。
パティオ・アンダルースギター教室を主宰；「高齢の方にも楽しんで弾いてい
ただけるよう独自のメソッドを実践しています。」
フラメンコ舞踊を、クーロ宮田、トマス・デ・マドリー、アドリアン・ガリア、
イスラエル・ガルバン各氏他に師事。スペイン舞踊を水沢明雄氏に師事。フ
ラメンコ男性舞踊の様式美を追求している。
ステージ、タブラオ、イベント、ＴＶ等にギター演奏、及びフラメンコ舞踊
にて活躍中。
url：	http://flamenrio.jimdofree.com
	 http://flamenriob.jimdofree.com

法政大学大学院哲学科卒業。
サラマンカ大学、グラナダ大学に留学中にフラメンコに出会い、グラナダの
巨匠マリキージャに師事しフラメンコを始める。
アドリアン、イスラエル、トナ、ロサリオ等、数多くのスペイン人舞踊家に師事。
博品館フラメンコフェスティバル、カタルーニャ音楽院主催コンサート、パ
コ・デ・アンテケーラ来日公演等に出演。
1994年「ラ・ルナ・ジェナ」を催し好評を博す。
フラメンコのルーツに重点を置きながらも、コンテンポラリーに自分らしさ
を表現しようと研鑽を積んでいる。	
パティオ・アンダルースフラメンコ教室を主宰；「教室では、初めての方にも
楽しくフラメンコを学んでいただけるよう、少人数制で丁寧な指導を心がけ
ています。」
url：	http://orange.zero.jp/patio.boat/
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本誌でのインタビューは初めてということで、お二人の自己紹介や
フラメンコに惹かれたきっかけを教えてください。
利夫——私は4人兄弟の末っ子で、2人の兄がフラメンコギターを
弾いていました。音楽家は家系に居なかったし、2人のギターは
ただ煩くて、あまり興味もありませんでした。でも、あるとき
兄がフラメンコギタリストのLP版レコードを買ってきたのです。
当時の名高いギタリスト6人の、2曲ずつくらい入った2枚組のオ
ムニバス版で、我家初のフラメンコのレコードでした。何となく、
これを繰り返し聴いていたら、人が話しているように、語りかけ
ているように聴こえ、そのリズムや音色にだんだんと惹かれてき
て、中学生になると兄たちにギターを教えてもらい、ますます面
白くなりました。その頃は、アコースティックや、フォークギター
のハードケースを持って歩くことがステイタスといいますか、格
好良くて、それに対する憧れもありましたね。

めいみ——私は特段、明確な目的も無くて、ただスペイン行ってみ
たいという気持ちで留学をしました。スペインの街並みの写真や
西洋と東洋が混じりあったようなエスニック文化に憧れていたか
らです。それに、子どもの頃からバレエやジャズダンスを習って
いたから、フラメンコも踊ってみたいと思っていました。でも、
実際の舞踊はスペインで見たのが初めてです。はじめは好奇心で
習ってみたら、私が探していたものって、コレかも知れないと思
い始め、留学中に師マリキージャの他、多くのスペイン人舞踊家
に師事し、どんどんハマって今に至ります。

フラメンコの魅力やその楽しみ方をお話しいただけますか。
めいみ——フラメンコの魅力っ
て、その年代、その時々で自身
を表現できるところかな、と思
います。スペイン語で『yo soy 
yo』（私は私）という言葉があ
るように、フラメンコは、例え
ばバレエのように絶対的な理想
像があるというより、生きてい
るその時その瞬間を表現しよう
とする舞踊だと思います。私も
若い頃はクルクル廻ったり、派
手なサパテアード（ステップ）で

リズムを刻んだりすることが楽しくて、それに夢中でした。そし
て年を重ねて行くうちに怪我や病気で体調が悪くなり、以前でき
たことができなくなる。でも、そんなこと気にすることなく踊り
続けることができるのです。時々思い出すのですが、留学時代に
レッスンを受けていた時、先生は少しお年を召した、ある女性
の踊りをもの凄く褒めていました。でも、私はいくら練習して
も、褒められことはありませんでした。何故だろうって途方に暮
れていた私に、先生が「彼女の踊りが、まさに『フラメンコ』なの
よ。彼女にしか表現できない彼女らしい踊りだから」と言いまし
た。私のフラメンコはテクニックばかりに気が行き、自分の内面
を表現しようという考えを持ってレッスンしていなかった…これ
が、フラメンコの楽しみ方の一つかも知れません。例えば、足が
動かなくなったら手で踊れば良いのです。年齢も体型も国籍も関
係ないから、若いときに踊った同じ曲でも、振付を変えて踊って
みると、そこで、また新しい発見が次々とあり、まだまだこの先
も新しい自分を表現できる。子供でもお年寄りでも、その人なり
の美しさがあり、スペイン人であっても、日本人であっても、そ
の人らしく踊れば、それがフラメンコなんだと思います。そして、
何十年も踊り続けてやっと『yo soy yo』の意味が少しずつ、分
かって来た気がします。

16ページにプレゼントのお知らせがあります!

SaCLaアーツ Friday One Coin Concert Ｖｏｌ.４１
～懐かしのスペイン！名曲とフラメンコ舞踊～

フラメンコギター＆舞踊によるスペインの激しい情熱と
名曲の数々をお届けします
【出演】パティオ・アンダルース
【演奏予定曲】	アルハンブラの思い出
	 禁じられた遊び　他

10月23日（土）より発売開始 
※10月24日（日）9：00より窓口にて発売も可

12月24日金　開演	14：00
さいたま市文化センター　小ホール
問合せ SaCLaインフォメーションセンター
3048-866-4600（9:00〜17:00）

500円（全席指定）　未就学児不可
photo	by	Toru	Watanabe

フラメンコはその人らしく踊る気持ちが大切なのですね。
ユネスコの無形文化遺産に登録されたのが、
2010年で、比較的新しい伝統芸能と言われていますね。
利夫——フラメンコの発祥につ
いては諸説ありますが、非定
住型の民族・ロマが北インド
からスペインのアンダルシア
地方にも移り住んで行きまし
た。当時のスペインは色々な
民族や文化、宗教が混沌とし
ていて、少数派であった流浪
の民・ロマ族は、数多くの禁
令により定住を強要させられ
ます。そして、厳しく苦しい
生活を強いられてしまいまし
た。その嘆きや苦しみを歌で表現し、これがフラメンコの起源で
はないかと言われています。やがて時代が流れ、様々な文化の影
響が混ざり合い、カンテ（フラメンコの歌）に近い形ができたのが
およそ200年前といわれています。カンテから始まったフラメン
コはトケ（ギター）とバイレ（舞踊）が三位一体となって拮抗しあい、
協調しあい、ステージを盛り上げます。演奏する側としてもこれ
ら一つ一つを職人さんのようにコツコツと体感して行かないと、
ギタリストとして、上手く行かないことに気づき、私もフラメン
コを踊るようになりました。それでギターの弾き方も変わって来
たと思います。12月のコンサートでは、フラメンコ舞踊の伴奏
と伴唱にも注目していただけると嬉しいです。

41回目となる『SaCLaアーツ　Friday One Coin Concert』ですが、
フラメンコのコンサートは初めてです。見どころ、そして、コンサート
を楽しみにされているお客様へ一言、メッセージお願いします。
利夫——「懐かしのスペイン」をテーマとして、コンサートの前半は
ソロや三重奏により、私がギターを始めた頃に流行っていたクラ
シックとポピュラーからスペインらしい曲を用意します。「スペ
イン」を観て、聴いて、感じて、楽しんでいただけたらと思います。

めいみ——後半はフラメンコ舞踊をお届けします。アンダルシア地
方のフラメンコに中南米の影響を受けた曲も織り込んだ明るいス
テージにしたいと思っています。フラメンコはダイヤモンドのよ
う！そのほんのワンカットですが、ご一緒に楽しいひとときを過
ごしていただけたら嬉しいです。お待ちしております。
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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。

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

インターネットでのお求めは

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

※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。
※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。
※先行予約期間中及び発売初日については、受付順に座席を配置するため、座席指定はできません。御了承下さい。または

プラザイースト
3０４８-８７５-９９３３（9:00〜21:00）

プラザウエスト
3０４８-８５８-９０８０（9:00〜21:00）

東大宮コミュニティセンター
3048-667-5604（９：００〜１7：０0）

西部文化センター
3０４８-６２５-３８５１（９：００〜１7：０0）

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

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

さいたま市文化センター
3048-866-3171（9:00〜19:00）

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）

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13ページをご覧ください。

        プレミアクラシックｖｏｌ.１２
生演奏で贈る音楽影絵劇「１００万回生きたねこ」

12月25日土　開演 14：30
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

大人2,000円　小学生以下1,500円（全席指定）
3歳以上有料、2歳以下不可

９月２５日（土）10：00より発売開始
※９月２６日（日）９：００より窓口にて発売も可

第1部は小さな楽しいコンサート。第2部は名作「100万回生きたねこ」の舞台を生演
奏と「影絵劇団かしの樹」の美しい影絵劇でお送りします。【演奏】ドルチェ・ヴィータ

影絵劇団かしの樹

スギテツ
親子で楽しむクリスマスコンサート

クラシックで笑顔を創るデュオ・スギテツがお届けする音楽の実験
室。おなじみのメロディと掛け合わせた、ユニークなクラシックの
名曲の数々など参加して楽しいステージをお届けします。

12月11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1,800円　中学生以下1,200円（全席指定）　２歳以下不可
スギテツ

９月１８日（土）10：00より発売開始
※９月１９日（日）９：００より窓口での発売も可
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SaCLaアーツ Friday One Coin Concert 
Vol.40～音の世界旅行～

世界各国の様々な民族楽器を使って、各地の
有名な楽曲やオリジナル曲を演奏します。ひ
とときの音の世界旅行をお楽しみください。
【出演】Gypsy Pot

発売中

10月22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（全席指定）　未就学児不可

Gypsy Pot

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。

家族でエンジョイ！
「ザッキー＆メグムンのＢｏｏ Ｂｏｏ サックス♪」

サックスがいっぱい！クラシックからポップスまで。
０才から入場できる家族で楽しむサックスのコ
ンサートです。

令和
４年  １月16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）

大人1,000円　小学生以下500円
（全席指定）　2歳以下膝上無料

11月6日（土）より発売開始 
※11月7日（日）9：00より窓口にて発売も可

三浦一馬×松本和将　スパークリングデュオ

三浦一馬と松本和将の実力派デュオによる、熱いライブ
をお楽しみください。【演奏予定曲】ラ・クンパルシータ
／ロドリゲス（ピアソラ編）・オブリヴィオン／ピアソラ

令和
４年  １月23日日　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）

4,000円（全席指定）　未就学児不可

10月16日（土）10：00より発売開始 
※10月17日（日）9：00より窓口にて発売も可

友の会料金　3,600円
先行予約日　10月14日木・15日金
　　　　　　各日10：00より発売開始

松本和将三浦一馬

さだ丼～新自分風土記Ⅲ～
さだまさしコンサートツアー2021

セルフカバーアルバムを携えた2021年全国
ツアーの開催が決定。ドラマ・映画主題歌など
数々の名曲を会場でお楽しみください。

発売中

10月１日金　開演 18：00
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）
車イス席はチケットポート303-6327-
3710（平日10：00〜18：00）へ。

8,800円（全席指定）　未就学児不可 さだまさし

親子のためのクラシックコンサート
音楽の絵本－Ｂｒｅｅｚｙ－

毎年恒例の公演「音楽の絵本」。今回は金管五
重奏に加えパーカッションでドールとナマケモ
ノが参加する新編成「Ｂｒｅｅｚｙ」をお届けします。

ⒸSUPERKIDS

発売中

10月３日日　開演 14：00
市民会館いわつき　ホール
3048–756–5151（9:00〜19：00）

大人1,700円　小学生以下1,200円
（全席指定）　3歳以下膝上無料。但し
席が必要な場合有料。

子ども伝統芸能まつり
さいたま手話狂言

手話で演じる狂言に合わせて解説やワークショップを実施するの
で、誰でも楽しめます。また能舞台の展示を１０月９日に行います。
詳しくはP.7へ。【演目】梟山伏、六地蔵【出演】日本ろう者劇団

発売中

10月10日日　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2,000円　中学生以下800円　※障がい者割引　大人
1,700円　中学生以下600円（全席指定）　未就学児入場無料 友の会料金　大人1,700円

　　　　　　中学生以下600円

手話狂言

カリブ海が思い浮かぶ
スティールパンコンサート

12月５日日　開演 14：00
美園コミュニティセンター
多目的ホール
3048-764-8810（9:00〜21:00）

500円（全席自由）　3歳以下膝上無料

チケットは美園コミュニ
ティセンターのみで発売
048–764–8810

カリブ海に浮かぶトリニダード・トバゴからやってきたスティー
ルパン。２０世紀最大の楽器発明と呼ばれる、ドラム缶が素
材と思えないこの楽器の魅力的な音色と音楽をお届けします。

出口雅生

Ｐｅｌｅ

10月9日（土）10：00より来館にて発売開始 
※10月10日（日）から電話にて予約受付も可

プラザイースト新春寄席
林家彦いち、古今亭菊之丞　二人会

プラザイースト恒例の新春寄席を開催します。

令和
４年  １月16日日　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

3,000円（全席指定）　未就学児不可 友の会料金　2,700円

古今亭菊之丞林家彦いち

10月16日（土）10：00より発売開始 
※10月17日（日）9：00より窓口にて発売も可

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。 52021/10



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」

未就学児から楽しめるピアノと打楽器のコンサートです。
公演に先駆けてプレ動画を配信中です。「イースト　ラカ
トンパーン」で検索・「フィーリンのお家でラカトンパーン」

発売中

11月６日土　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

大人1,000円　小学生以下500円
（全席指定）　２歳以下膝上無料。但
し席が必要な場合有料。

フィーリン

和楽器カルテット　サイタマティック
～城下町・岩槻公演～

「和楽器で埼玉愛」を掲げる和楽器カルテッ
ト サイタマティックのコンサートを開催します。
伝統・文化を重んじる岩槻にはぴったりの魅力
ある和楽器コンサートをお楽しみください。

サイタマティック

発売中

11月３日水・ 　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

シアター オーケストラ トーキョー バレエ!バレエ!!バレエ!!!特別版
『くるみ割り人形とクララのクリスマス』

熊川哲也主催・Ｋバレエカンパニーとバレエ専
門オーケストラによるバレエ音楽コンサートを
開催します。

発売中

12月25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3,300円（全席指定） 未就学児不可

友の会料金 Ｓ席3,800円
Ａ席3,300円 Ｂ席3,000円

DRUM TAO2021
「光」

力強い和太鼓の響きに弾むメロディー、圧倒
的なパフォーマンス。舞台に溢れる希望の光
に、あなたは心を奪われる。時代を突き抜ける！
ＴＨＥ　ＮＩＰＰＯＮ　エンターテイメント。

DRUM TAO

発売中

10月31日日　開演 16：30
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
車イス席は開催館のみで販売 友の会料金　6,400円

松井咲子・淑徳与野ジョイントコンサート

11月13日土　開演 13：30
さいたま市文化センター　小ホール
3048–866–3171（9：00〜19：00）

2,000円（全席指定）　未就学児不可

元ＡＫＢ４８のメンバーで現在はピアニスト・タレント
の松井咲子と淑徳与野高等学校吹奏楽部のジョイ
ントコンサートを開催します。

【演奏予定曲】ラプソディー・イン・ブルー、フライ
ングゲットなど※曲目は変わる場合があります。

松井咲子ⒸＡ１ムック／河野英喜

友の会料金　1,700円

発売中

残席わずか・完売の公演
公演名 開催日時 料金（友の会） 会　場 お問合せ

東京大衆歌謡楽団コンサート
9月25日（土） 
開演14：00

3,000円 
（2,700円）

プラザイースト 
ホール

048－875－9933

気軽にクラシックvol.41
千住真理子クラシックライブ

9月25日（土） 
開演14：00

3,500円 
（3,000円）

プラザウエスト 
さくらホール

048－858－9080

神田松之丞改メ 
六代目神田伯山襲名　真打披露公演

10月17日（日） 
開演13：00

Ｓ席4,800円 
Ａ席4,500円

文化センター 
大ホール

048－866－3171

東京フィル＆清塚信也の 
「ブラボー！名曲アカデミー」

10月24日（日） 
開演15：00

Ｓ席4,000円 （3,800円） 
Ａ席3,500円 （3,300円） 
Ｂ席3,300円 （3,000円）

文化センター 
大ホール

048－866－3171

気軽にクラシックvol.42
森麻季ソプラノリサイタル

12月４日（土） 
開演14：00

3,500円 
（3,000円）

プラザウエスト 
さくらホール

048－858－9080残席わずか

残席わずか

車イス席のみ残席あり

車イス席のみ残席あり

完売御礼

Kids meet Jazz!
～キッズ・ミート・ジャズ～コンサート

ジャズ界の超一流ミュージシャンが結集～お子様のコンサートデビューは
これで決まり！のべ10万人の親子が体感した「夢と楽しさを与えてくれる、
子どもと感じる“はじめてのジャズ”」

発売中

10月24日日　開演 14：00
市民会館おおみや　大ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

大人2,200円　中学生以下1,000円（全席指定）
2歳以下膝上無料。但し席が必要な場合は有料。
車イス席は開催館のみで販売 友の会料金　1,800円
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シネマパラダイス『おまえうまそうだな』
人気絵本作家・宮西達也の大ヒット作

「ティラノサウルス」シリーズのアニメ
映画化作品を上映します。【申込み方法】
10月29日（金）（必着）までに、往復は
がき（1家族1通）に住所・氏名（ふりがな）・
電話番号・参加希望人数を記入し、ご応募
ください（抽選）。【問合せ】プラザイース
ト　〒336－0932　さいたま市緑区中尾
1440－8　TEL：048－875－9933

11月28日日　開演 10：00
プラザイースト　ホール

定員 197人　申込み制・入場無料

岩槻Ｊａｚｚ Ｄａｙ ２０２１
岩槻Ｊａｚｚとの協働により、ジャズ・
ライブを開催します。

【問合せ】市民会館いわつき
TEL：０４８-７５６-５１５１ 12月19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・入場無料
一部指定席あり

美園コミセンまつり　展示の部
美園コミュニティセンターを日頃か
ら利用している団体による作品展
示会などを開催します。

【問合せ】
美園コミュニティセンター
TEL：048－764－8810

９月25日土・26日日
９：00～17：00（予定）
美園コミュニティセンター　エントランスホール

観覧自由・入場無料

子ども伝統芸能まつり
さいたま市文化センター能舞台展示

普段なかなか見ることのできない
能舞台を公開し、つくりについて
解説します。見学する能舞台を使
用した狂言公演を１０月１０日に行
います。詳しくはP.5へ。

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

10月９日土　14：00～17：00
さいたま市文化センター　小ホール

観覧自由・入場無料

「さいたまJAZZフェスティバル」
～埼玉県ビッグバンド連盟～

埼玉県ビッグバンド連盟の会員バン
ドによるジャズコンサート。ビッグ
バンドによる迫力あるスイングジャ
ズの演奏や、スモールバンドによ
る熱いアドリブソロ満載のジャズ演
奏が楽しめます。多種多様なバン
ドとジャズ演奏をお楽しみください。

【問合せ】埼玉県ビッグバンド連盟
成田　TEL：090－8343－7632

10月16日土　開演 12：30
10月17日日　開演 11：00
さいたま市文化センター　小ホール

定員 各170人　自由席
当日先着順・入場無料

ロビーコンサートVol.23
「70分世界一周～ピアノで巡る世界の旅」

【出演】
稲田志保子

【予定曲目】
川の流れのように、禁じられた遊
び、コーヒールンバ　他

【問合せ】プラザイースト
TEL：０４８－８７５－９９３３

10月16日土　開演 12：00
プラザイースト　エントランス

定員 100人　観覧自由・入場無料

東大宮地域5館連携美術フェスタ2021
東大宮地区5施設で活動する絵画・
書道・版画・写真の作品展示会

【問合せ】大宮工房館
TEL：048－645－3838 10月９日土～11日月

10：00～16：00
大宮工房館　展示スペース

観覧自由・入場無料

第21回　さいたま市民音楽祭
さいたま市内で活動している音楽
団体による演奏会を行います。
当日、会場へ直接お越しください。
※新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、混雑時は入場制限を行
う場合があります。

【問合せ】さいたま市民音楽祭実
行委員会事務局
TEL：０４８－８６６－３４６７

10月31日日　開演 ９：40
さいたま市文化センター　大・小ホール

観覧自由・入場無料

ファミリーコンサート
家族みんなで楽しめる吹奏楽コン
サートを開催します。 指揮者体験
コーナーもあります。

【演奏】大宮吹奏楽団
【申込み方法】9月15日（水）9：00か
ら来館又は電話にて受付（先着順）。

【問合せ】七里コミュニティセンター
TEL：048－687－3688

10月31日日
午前　11：00～12：00
午後　14：00～15：30
七里コミュニティセンター　多目的ホール

定員 各150人
申込み制・入場無料

イベント・無料公演
※会場等、お問合せにつきましてはP13をご覧ください。

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。 72021/10



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 返信表返信裏 往信裏

〒○○○-○○○○

こちらには、

何も記入しない

でください

・教室又は講座名
・住所
・氏名（ふりがな）
・年齢
・電話番号
・その他

送
付
先
の
住
所

「
○
教
室
」係

講
座

住
　所

氏
　名

〒○○○-○○○○

　文化・芸術・趣味
西区の花「アジサイ」を描こう講座 日程 10月28日木・11月4日木・11日木 13:30～15:30（全3回）

会場 馬宮コミュニティセンター 西　区西区の花「アジサイ」を描く講座から作品展示会を開催します
費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 10/14㈭　　その他  当選者は手続き必要
問合せ・送付先  〒331-0061 さいたま市西区西遊馬533-1 馬宮コミュニティセンター　☎ 048-625-8821

木版画講座 日程 11月2日火・9日火・16日火・30日火 13:30～15:30（全4回）
会場 大宮工房館 大宮区木版画の基礎から学び、年賀状を作ります

費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  10人　　申込み  受付中・さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 10/24㈰
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

さいたま茶会 日程 11月3日水・ 10:00～13:00（受付は9:30～12:00）（全1回）
会場 氷川の杜文化館 大宮区誰でも気軽に参加できるお茶会を開催します

費用  400円　　対象  小学生以上の方　　定員  40人　　申込み   電話・10/12㈫ 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  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-262-1 氷川の杜文化館　☎ 048-648-1177

さいたま茶会 日程 11月3日水・ 10:00～13:00（受付は9:30～12:00）（全1回）
会場 恭慶館 浦和区誰でも気軽に参加できるお茶会を開催します

費用  400円　　対象  小学生以上の方　　定員  40人　　申込み   電話・10/13㈬ 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

いわつき茶会 日程 11月3日水・ 10:00～13:00（全1回）
会場 市民会館いわつき 岩槻区岩槻茶道会の協力による茶会をお楽しみください

費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学（小学生以上）の方　　定員  100人　　申込み  来館・当日先着順・10:00～
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

キッズチャレンジ‼苔盆栽造り講座 日程 11月6日土 14:00～16:00（全1回）
会場 東大宮コミュニティセンター 見沼区苔盆栽づくりにチャレンジしよう

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学（小学5年生以上）の方　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 10/15㈮
問合せ・送付先  〒337-0051 さいたま市見沼区東大宮4-31-1 東大宮コミュニティセンター　☎ 048-667-5604

６館協働カメラマンデビュー講座 日程 11月7日日・14日日・21日日 10:00～12:00（全3回）
会場 南浦和コミュニティセンター 南　区初心者を対象に上手な写真撮影を学び、南浦和地区を撮影します

費用  500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  10人　　申込み  来館又は電話・10/18㈪～（9:00～17:00）
問合せ・送付先  〒336-0016 さいたま市南区大谷場2-6-25 南浦和コミュニティセンター　☎ 048-886-5856
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は「『自分発見！』チャレンジさいたま」対象事業です。『自分発見！』パスポートをお持ちください。

ステンドグラス講座 日程 11月9日火 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区簡単なステンドグラス作品を作る講座を開催します

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 10/15㈮
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

初心者陶芸講座 日程 11月10日水・11日木・12日金・26日金 14:00～16:00（全4回）
会場 プラザウエスト 桜　区初心者を対象にした簡単な陶芸作品作りの講座を開催します

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 10/15㈮
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

水彩画講座 日程 11月10日水・11日木・17日水・18日木 13:30～16:00（全4回）
会場 プラザイースト 緑　区未経験者でも参加できる初心者向けの水彩画講座を開催します

費用  4,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 10/20㈬
問合せ・送付先  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎ 048-875-9933

クリアで透き通った音色を奏でるスティールパン体験会 日程 11月14日日・21日日・28日日・12月5日日 10:30～12:00（全4回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区スティールパンに触れて叩いて魅力を体験し、コンサートに参加する講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在勤・在学の小学生以上の方　　定員  15人　　申込み  来館・10/9㈯ 10:00～
その他  10月10日㈰から市外の方も電話申し込み可能　※12月5日㈰は体験会終了後、14:00から講師とコンサートに参加予定
問合せ・受付  〒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

つまみ細工体験教室 日程 11月19日金 13:30～15:30（全1回）
会場 恭慶館 浦和区つまみ細工でアクセサリーを作ります

費用  1,200円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  8人　　申込み  往復はがき・締切 10/19㈫
問合せ・送付先  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-262-1 氷川の杜文化館内恭慶館「○教室又は講座」係　☎ 048-835-7450

陶芸で干支を作る講座！「寅」 日程 11月28日日 10:00～12:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区来年の干支の「寅」を作ります

費用  1,200円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  16人　　申込み  受付中・さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 10/31㈰
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

陶芸あ～と倶楽部～干支の置物作り～ 日程 11月27日土・12月11日土 10:00～12:00（全2回）
会場 プラザウエスト 桜　区陶芸で来年の干支の置物を作る講座を開催します

費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 10/15㈮
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

木目込み人形講座 日程 12月1日水・8日水 13:30～16:00（全2回）
会場 市民会館いわつき 岩槻区岩槻の伝統工芸品木目込み人形で来年の干支の寅を制作します

費用  2,200円　　対象  市内在住・在勤・在学（18歳以上）の方　　定員  20人　　申込み  来館又は電話・9/28㈫ 10:00～
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

　暮らしと社会
料理講座～大宮の名店に習う～ 日程 10月16日土 14:00～16:00（全1回）

会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区「風土菓房　福呂屋」さんから季節の和菓子の作り方を習う
費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  12人　　申込み  受付中・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 10/5㈫
その他  持ち物：手拭きタオル、エプロン、三角巾　マスク着用
問合せ  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-292-1 高鼻コミュニティセンター　☎ 048-644-3360

地域の食材を使った地産地消料理講座 日程 11月14日日 10:30～13:00（全1回）
会場 プラザイースト 緑　区地域の食材を使ってご家庭でも出来る本格的な料理を作ります

費用  1,800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・締切 10/22㈮
問合せ・送付先  〒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（http://www.saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。
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　スポーツ・健康づくり
活動団体によるボランティア講座／ヨーガを体験する 日程 10月11日月 10:00～12:00（全1回）

会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区活動団体「スーリヤ」さんからヨーガを習います
費用  無料　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  5人
申込み  受付中・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 10/6㈬　　その他  持ち物：飲み物、タオル、動きやすい服装、マスク着用
問合せ  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-292-1 高鼻コミュニティセンター　☎ 048-644-3360

活動団体によるボランティア講座／気功体操を体験する 日程 10月25日月 13:00～15:00（全1回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区活動団体「気楽会」さんから気功体操を習います

費用  無料　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  12人
申込み  受付中・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 10/20㈬　　その他  持ち物：飲み物、タオル、動きやすい服装、マスクを着用
問合せ  〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町2-292-1 高鼻コミュニティセンター　☎ 048-644-3360

心も体もリフレッシュ～シニア向け運動講座～ 日程 10月19日火 10:00～12:00（全1回）
会場 西部文化センター 西　区シニアの方を対象とした、軽運動講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在勤で50歳以上の方　　定員  15人　　申込み  往復はがき・締切 9/25㈯　　その他  付添い者1人同伴可
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

　暮らしと社会
そば打ち入門～夫婦で年越しそばを作ろう 日程 11月20日土 9:00～12:00（全1回）

会場 宮原コミュニティセンター 北　区今年の年末は手打ちのそばで年越しをしませんか
費用  3,500円　　対象  市内在住・在勤の夫婦　　定員  5組10人　　申込み  往復はがき・締切 10/24㈰
問合せ・送付先  〒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

　子ども・子育て・親子の時間
親子ウクレレ教室 日程 10月17日日 ①11:00～12:00 ②13:30～14:30（各全1回）

会場 プラザイースト 緑　区親子で楽しくウクレレの弾き方を学びます
費用  1組1,500円　　対象  市内在住・在学の①小学1・2年生②小学3～6年生とその保護者　　定員  各15組30人　　申込み  往復はがき・締切 9/24㈮　　その他  参加希望時間（①・②）を明記
問合せ・送付先  〒336-0932 さいたま市緑区中尾1440-8 プラザイースト　☎ 048-875-9933

おはなし会 日程 10月21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  5組　　申込み  来館・当日先着順・10:45～2階、第1・2集会室で受付　　その他  必ずマスク着用で参加
問合せ・受付  〒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

地元の農園で収穫体験 日程 10月23日土 9:00～12:00（全1回）
会場 美園農園 緑　区近隣の農園で芋掘り体験と焼き芋を行います

費用  1組1,000円　　対象  市内在住・在学の小学生とその家族　　定員  8家族32人（1家族4人まで可能）　　申込み  往復はがき・締切 9/22㈬
その他  参加する家族全員の氏名（小学生は学年も）を記入　※会場に現地集合解散　※雨天時は10月24日㈰に順延
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

キッズチャレンジ!! ～運動講座～ 日程 10月24日日 10:00～12:00（全1回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区親子で自宅でも手軽に出来るストレッチ

費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小・中学生とその保護者　　定員  10組20人　　申込み  往復はがき・締切 10/5㈫
問合せ・送付先  〒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

リラクゼーション＆ストレッチ講座 日程 11月4日木・11日木・18日木・12月2日木・9日木 10:00～12:00（全5回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区子育て中の方を対象に、リラクゼーションとストレッチを実施

費用  500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  15人　　申込み  往復はがき・締切 10/20㈬
問合せ・送付先  〒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
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キッズチャレンジ‼親子でキャンドルアート 日程 11月27日土 14:00～16:00（全1回）
会場 東大宮コミュニティセンター 見沼区クリスマスを彩るキャンドルづくりにチャレンジしよう

費用  2,500円　　対象  市内在住・在学の小学4年生以上とその保護者　　定員  8組16人　　申込み  往復はがき・締切 10/15㈮ 
問合せ・送付先  〒337-0051 さいたま市見沼区東大宮4-31-1 東大宮コミュニティセンター　☎ 048-667-5604

キッズフラダンス講座 日程 11月28日日・12月5日日・12日日 10:00～12:00（全3回）
会場 浦和コミュニティセンター 浦和区子供を対象にフラダンス講座を開催し、発表会に参加します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  16人　　申込み  往復はがき・締切 10/22㈮　　その他  発表会　12月19日㈰
問合せ・送付先  〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町11-1（コムナーレ10F） 浦和コミュニティセンター　☎ 048-887-6565

　技能・資格・教養
学生ボランティア事業！！～スマホの疑問を解決する～ 日程 10月14日木 10:00～12:00（全2回）

会場 大宮工房館 大宮区東京IT専門学校生からスマホの使い方、疑問点を学びます
費用  500円　　対象  市内在住・在勤で60歳以上の方　　定員  16人　　申込み  受付中・さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 10/7㈭
問合せ  〒331-0052 さいたま市大宮区堀の内町1-577-3 大宮工房館　☎ 048-645-3838

ゆっくり学ぶ年賀状パソコン講座 日程 11月13日土 13:30～16:30（全1回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区パソコンを使用し年賀状を作ります

費用  1,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 10/25㈪
問合せ・受付 〒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イング301・401 下落合コミュニティセンター　☎ 048-834-0570

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（http://www.saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。
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エ ッ セ イ

Essay

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）

～レシピ編～「旬の野菜を楽しもう！」
　暑かった夏が過ぎ、9月の十五夜や秋分の日を経て、10月を迎えると、気候も落ち着き過ごし
やすい季節になります。食欲の秋と言われるように、この時期に収穫された様々な食材を使った
美味しい料理を味わう機会が多いかと思います。各地では芋掘りや栗拾い、きのこ狩り、農業祭
などのイベントが行われ、そして今では恒例となったハロウィンも楽しむことができます。
　今回は夏頃から収穫、貯蔵され甘味が増したかぼちゃを使ったスープをご紹介します。
　かぼちゃは三大抗酸化ビタミン、βカロチン、ビタミンCビタミンEが豊富です。特にビタミ
ンEは野菜の中でも多く含まれている食材の一つです。見分け方は、身が固く色鮮やかな黄色で、
種がしっかりワタの部分が乾いていないところがポイントです。スープの材料には雑穀で人気の
高いきびを使用しています。白米に比べて、たんぱく質や亜鉛、食物繊維が多く含んでいます。
　トーストはきのこの炒め物をのせています。秋の食事に加えていいただけたら幸いです。

・かぼちゃ 300g ～350g
・たまねぎ 100g
・きび 大さじ2

・水 1カップ
・コンソメ 1～2個
・牛乳または豆乳 2カップ～

・塩こしょう　
・パセリのみじん切り
・バター 20g

・マッシュルーム 100g
・しいたけ 100g
・にんにく １片
・オリーブオイル 大さじ2

・パセリのみじん切り 少々
・塩こしょう 少々
・パルメザンチーズ 少々 

【材料】 【材料】

【作り方】
① かぼちゃは皮と種を除き、3cm程の角切りに、玉ねぎは粗いみじん切りにします。（かぼちゃ
の皮は細く切って、レンジ600wで2分程、塩こしょうで調味します。）

② 鍋にバターを入れ火にかけ、溶けたら玉ねぎを炒めしんなりしたら、かぼちゃを入れ、炒めます。
③ 水300mlとコンソメときびを加え、かぼちゃは柔らかくなるまで煮ます。
④ 牛乳1カップを加え、ミキサーに入れます。
⑤ 鍋に戻し、残りの牛乳を加え、好みのとろみ加減にして、塩こしょうで調味し、パセリをち
らします。

【作り方】
① マッシュルームは厚めのスライス、しいたけは1.5cm程の
角切りにします。

② フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れ熱し、香り
がでたら、①を加え炒め、パセリと塩こしょうで調味します。

③ パンをトーストして、②にのせます。お好みでパルメザン
チーズをふりかけます。

○かぼちゃのスープ ○きのこのトースト



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

法律相談
弁護士による市民活動についての相談を行います

10月7日㈭・14日㈭・21日㈭・28日㈭
 ①15:00～　②16:00～　③17:00～　④18:00～
 無料

  市民活動団体・各1団体
  当日、来館にて受付（先着順）開催日時
対象・定員
申込方法

会計相談
公認会計士などによる市民活動団体の会計相談を行います

10月15日㈮　各回1時間程度
 ①13:00～　②14:15～　③15:30～
 市民活動団体・各1団体
 無料
 10月1日㈮~8日㈮

 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

開催日時

対象・定員
費用

申込方法

費用

申込期間

フードドライブ窓口
フードドライブとは、家庭で余っている食品を集め、福祉施設等に寄付する活動で、個人でできる市民活動のひとつです

市民の皆様から食品をお預かりし、「特定
非営利活動法人フードバンク埼玉」を通じ
て地域の福祉施設等に寄付します。
どなたでも

 来館

 •賞味期限が明記され、２か月以上あるもの
 •常温保存が可能なもの（生鮮食品、冷凍食品は除く）
 •未開封であるもの
 •破損で中身が出ていないもの
 受付の専用BOXでお預かりします

内容

対象・定員
その他持ち込み方法

寄付できる
食品の条件

人が集まる企画とチラシのつくり方講座
思わず手に取りたくなるチラシの作り方のコツが学べる講座を開催します
 10月24日㈰　14:00～16:00　全1回
 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・20人
 岩槻駅東口コミュニティセンター　多目的ルームC

 無料
 電話・メールにて受付中（先着順）
 持ち物：筆記用具対象・定員
その他
申込方法
参加費開催日時

会場

１からわかる助成金・補助金講座
助成金を申請するにあたっての準備、申請書の記入の仕方、提出のポイントなどが学べる講座を開催します
 10月16日㈯　14:00～15:30　全1回
 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
 市民会館おおみや　第2集会室

 無料
 電話・メールにて受付中（先着順）
 持ち物：筆記用具対象・定員
その他
申込方法
参加費開催日時

会場

さ ット 座ポ 講
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イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

URL　https://lin.ee/euusFoK

@975qwyoo SNS も CHECK！

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

Information

お問合せ　048-866-4600（SaCLaインフォメーションセンター）

LINEで友だちになろう！



（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧
文化施設

下落合コミュニティセンター
3０４８⊖８３４⊖０５７０　6０４８⊖８３４⊖０５８０
〒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 ノースウイング301・401

浦和コミュニティセンター
3０４８⊖８８７⊖６５６５　6０４８⊖８８７⊖７０９０
〒330⊖0055　さいたま市浦和区東高砂町11⊖1
コムナーレ10F

片柳コミュニティセンター
3０４８⊖６８6⊖８６６６　6０４８⊖６８６⊖２９９９
〒337⊖0026　さいたま市見沼区染谷3⊖147⊖1

さいたま市市民活動サポートセンター
3０４８⊖813⊖6400　6０48⊖887⊖0161
〒330︲0055　さいたま市浦和区東高砂町11︲1
コムナーレ9F

コミュニティ施設（市民活動支援施設を含む）

東大宮コミュニティセンター
3０４８⊖６６７⊖５６０４　6０４８⊖６５４⊖５５９４
〒337⊖0051　さいたま市見沼区東大宮4⊖31⊖1

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
10月の休館日…11日・25日

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
10月の休館日…11日・25日

大宮工房館
3０４８⊖６４５⊖３８３８　6０４８⊖６４５⊖３８８１
〒330⊖0804　さいたま市大宮区堀の内町1⊖577⊖3

高鼻コミュニティセンター
3０４８⊖６４４⊖３３６０　6０４８⊖６４４⊖３３６１
〒330⊖0803　さいたま市大宮区高鼻町2⊖292⊖1

西部文化センター
3０４８⊖６２５⊖３８５１　6０４８⊖６２５⊖２８８１
〒331⊖0052　さいたま市西区三橋6⊖642⊖4

南浦和コミュニティセンター
3・6０４８⊖８８６⊖５８５６
〒336⊖0016　さいたま市南区大谷場2⊖6⊖25

コミュニティセンターいわつき
3０４８⊖７５８⊖１９８０　6０４８⊖７５８⊖１９８５
〒339⊖0057　さいたま市岩槻区本町1⊖10⊖7

岩槻駅東口コミュニティセンター
3０４８⊖７５８⊖６５００　6０４８⊖７５８⊖６５２１
〒339⊖0057　さいたま市岩槻区本町3⊖1⊖1

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
10月の休館日…4日・11日・18日・25日

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

3０４８⊖６４１⊖６１３１　6０４８⊖６４１⊖６１３３
さいたま市民会館おおみや
〒330⊖0844　さいたま市大宮区下町3⊖47⊖8
10月の休館日…13日・27日10月の休館日…4日・12日・18日・25日

宮原コミュニティセンター
3０４８⊖６５３⊖８５５８　6０４８⊖６５３⊖８５４１
〒331⊖0811　さいたま市北区吉野町2⊖195⊖1

七里コミュニティセンター
3０４８⊖６８７⊖３６８８　6０４８⊖６８７⊖３７０５
〒337⊖0014　さいたま市見沼区大字大谷1210

与野本町コミュニティセンター
3０４８⊖８５３⊖７２３２　6０４８⊖８５７⊖１０９６
〒338⊖0003　さいたま市中央区本町東3⊖5⊖43

伝統文化施設

3０４８⊖８３５⊖７４５０　6０４８⊖８３５⊖７４５３
〒330⊖0061　さいたま市浦和区常盤9⊖30⊖5
10月の休館日…4日・11日・18日・25日

恭慶館
3０４８⊖６４８⊖１１７７　6０４８⊖６４８⊖１３１１
〒330⊖0803　さいたま市大宮区高鼻町2⊖262⊖1
10月の休館日…18日

氷川の杜文化館 盆栽四季の家
3０４８⊖664⊖1636
〒331︲0805　さいたま市北区盆栽町267︲1

西与野コミュニティホール
3・6０４８⊖８５４⊖８５８４
〒338⊖0005　さいたま市中央区桜丘2⊖6⊖28

上峰コミュニティホール
3・6０４８⊖８５２⊖０１２１
〒338⊖0014　さいたま市中央区上峰2⊖3⊖5

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

※西与野コミュニティホールは、施設の中規模修繕に
伴い、令和3年8月1日(日)から令和4年3月31日(木)
まで休館(予定)となります。

　休館中は与野本町コミュニティセンターにて臨時窓
口を開設しています。

日進公園コミュニティセンター
3・6０４８⊖６６４⊖４０７８
〒331⊖0823　さいたま市北区日進町1⊖312⊖2

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

美園コミュニティセンター
3０４８⊖764–8810　6０48⊖764⊖9310
〒336-0967　さいたま市緑区美園4-19-1

※日進公園コミュニティセンターは、施設の中規模修
繕に伴い、令和3年8月1日(日)から令和4年3月31
日(木)まで休館(予定)となります。

　休館中は西部文化センターにて臨時窓口を開設して
います。
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ホール

イベントカレンダー 10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（http://www.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3年/9/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

1㊎ さだ丼～新自分風土記Ⅲ
～さだまさしコンサートツアー2021

さいたま市文化センター
大ホール 18:00 8,800円（全席指定）

チケットポート
03-6327-3710

（月～金10:00～18:00）

2土 第６回太極拳愛好連合会
演武会

プラザイースト
ホール 13:30 予約3,000円

当日3,500円

全日本太極拳連盟　事務局
担当  鈴木

070-5556-8332
Ｅy-s-4919512@dk.pdx.ne.jp

10日
子ども伝統芸能まつり
さいたま手話狂言

さいたま市文化センター
小ホール 14:00

大人2,000円
中学生以下800円

【障がい者割引】
大人1,700円
中学生以下600円
未就学児無料（全席指定）

SaCLaインフォメーションセンター
048-866-4600

Autumn Dance Festival 2021 プラザイースト
ホール 要問合せ 入場自由・無料 担当  小池

090-4371-4541

14㊍
コール・アンジュリカ　
パコム・コール・ジョイア　
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 14:00 無料

コール・アンジュリカ
担当 河邉

048-824-4601

16土

ロビーコンサートvol.23
70分世界一周～ピアノで巡る世界の旅

プラザイースト
エントランス 12:00 入場自由・無料 プラザイースト

048-875-9933

「さいたまJAZZフェスティバル」
～埼玉県ビッグバンド連盟～

さいたま市文化センター
小ホール 12:30 無料

埼玉県ビッグバンド連盟
担当  成田

090-8343-7632

17日

「さいたまJAZZフェスティバル」
～埼玉県ビッグバンド連盟～

さいたま市文化センター
小ホール 11:00 無料

埼玉県ビッグバンド連盟
担当  成田

090-8343-7632

神田松之丞改メ　六代目神田伯山襲名
真打披露公演

さいたま市文化センター
大ホール 13:00

S席4,800円
A席4,500円

（全席指定）
さいたま市文化センター
048-866-3171

22㊎ SaCLaアーツ Friday One Coin 
Concert Vol.40～音の世界旅行～

さいたま市文化センター
小ホール 14:00 500円（全席指定） SaCLaインフォメーションセンター

048-866-4600

23土 東大宮コミセンまつり
東大宮
コミュニティセンター
ホール

10:30 入場自由・無料 東大宮コミュニティセンター
048-667-5604

24日

東大宮コミセンまつり
東大宮
コミュニティセンター
ホール

10:30 入場自由・無料 東大宮コミュニティセンター
048-667-5604

Kids meet Jazz ！
～キッズ・ミート・ジャズ～コンサート

市民会館おおみや
大ホール 14:00

大人2,200円
中学生以下1,000円

（全席指定）
さいたま市民会館おおみや
048-641-6131

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

S席4,000円　　　　
A席3,500円　　　　
B席3,300円 （全席指定）

さいたま市文化センター
048-866-3171

高鼻コミセンまつり
高鼻
コミュニティセンター
大会議室　他

10:00 入場自由・無料 高鼻コミュニティセンター
048-644ー3360

チーム　ごもく プラザイースト
ホール 未定 入場自由・無料 担当  永薗（ナガソノ）

048-652-8393

31日

第21回 さいたま市民音楽祭 さいたま市文化センター
大・小ホール 9:40 入場自由・無料

さいたま市民音楽祭
実行委員会事務局
048-866-3467

ファミリーコンサート
七里
コミュニティセンター
多目的ホール

11:00
14:00 申込制・無料 七里コミュニティセンター

048-687-3688

DRUM TAO 2021「光」 市民会館おおみや
大ホール 16:30 6,800円（全席指定） さいたま市民会館おおみや

048-641-6131
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

10月₁㊎
▼

10月６水
ののはなの会作品展2021

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
1日は12:00から
6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

10月２土
▼

10月10日
ぐるりパネル展（秋シーズン）
～みなさんの活動をひろーく広報しましょう～

ふれあいプラザいわつき
ロビー 9:00▶17:00 入場自由・無料 ふれあいプラザいわつき

048-756-6000

※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



チ ャ レ ン ジ

Challenge

さいたま☆キッズダンスフェスタ２０２１
小・中学生のキッズダンサーによる発表を行います

募 集
参 加 者

 12月11日㈯　開演13:30
 市民会館おおみや　大ホール
 市内在住の小・中学生で構成されたダンスチーム
 15組（１組２人以上）

参加費  １人800円

応募方法 　各市民会館・市文化センター・コミュニティセンターなどで
配布中の申込書に記入し、ご応募ください。

申込み先 　〒330-0844　さいたま市大宮区下町3-47-8
 「キッズダンスフェスタ参加者募集」係

締切日 　9月24日㈮必着
お問合せ 　さいたま市民会館おおみや　TEL:048-641-6131

開催日時・
会場

対象・定員

劇団Liebe（リーベ）公演「音楽劇 オルゴール」
プラザイーストで旗揚げした劇団Liebe（リーベ）による完全オリジナル新作公演「音楽劇 オルゴール」に参加していただける方
を募集します。

募 集
参 加 者

開催日時・会場  令和4年2月12日㈯・13日㈰　14:00開演　プラザイーストホール
 11月7日（日）～公演日までの土日の10:00～17:00（全25回）
 プラザイースト  フィットネスルーム他

対象・定員  小学５年生～中学生　若干名、大人（高校生以上）　20人程度
参加費  大人15,000円、大学生以下10,000円
その他  10月30日㈯に演出家他によるオーディションを行います。

応募方法 　往復はがき（１人１通）に住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を記入記入し、ご応募ください。

申込み先 　〒336-0932　さいたま市緑区中尾1440-8
 プラザイースト「劇団Liebe公演」参加者募集 係まで

締切日 　9月30日㈭必着
お問合せ 　プラザイースト　TEL：048-875-9933

練習日時・
会場

東大宮地域５館連携事業「伝統と自然の写真展」
大宮区・見沼区の神社や寺院、田園風景、公園、祭りなどの写真作品を募集し、応募作品を大宮区・見沼区の各コミュニティセ
ンターにて巡回展示します

募 集
参 加 者

 11月1日㈪～11月20日㈯
 　東大宮コミュニティセンター（見沼区東大宮4-31-1）
 12月1日㈬～12月20日㈪
 　大宮工房館（大宮区堀の内町1-577-3）
 令和4年1月4日㈫～1月20日㈭
 　高鼻コミュニティセンター（大宮区高鼻町2-292-1）
 令和4年2月1日㈫～2月20日㈰
 　七里コミュニティセンター（見沼区大谷1210）
 令和4年3月1日㈫～3月20日㈰
 　片柳コミュニティセンター（見沼区染谷3-147-1）

対象・定員  市内在住・在勤・在学の方・各館20作品（選考）
参加費  無料

応募方法 　開催会場５館にて配布中の応募用紙に記入し、ご応募ください。
申込み・お問い合わせ
　 東大宮コミュニティセンター　
 　TEL:667-5604　FAX:654-5594
 大宮工房館　
 　TEL:645-3838　FAX:645-3881
 高鼻コミュニティセンター　
 　TEL:644-3360　FAX:644-3361
 七里コミュニティセンター
 　TEL:687-3688　FAX:687-3705
 片柳コミュニティセンター　
 　TEL:686-8666　FAX:686-2999

応募期間 　9月1日㈬~10月15日㈮

開催日時・
会場

152021/10

10月６水
▼

10月10日
第14回大宮スケッチ会　作品展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00

6日は13:00から
10日は16:00まで   

入場自由・無料
大宮スケッチ会
担当  土田

090-7206-8843

10月９土
▼

10月11月
東大宮地域5館連携美術フェスタ2021 大宮工房館

展示スペース 10:00▶16:00   入場自由・無料 大宮工房館
048-645-3838

10月16土
▼

10月24日
ぐるりパネル展（秋シーズン）
～みなさんの活動をひろーく広報しましょう～

片柳コミュニティセンター
ロビー 9:00▶17:00 入場自由・無料 片柳コミュニティセンター

048-686-8666

10月20水
▼

10月24日
第31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

20日は12:00から
24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

10月25月
▼

10月31日
第10回明水会水彩画展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00

25日は13:00から
31日は15:00まで  

入場自由・無料
明水会
担当  鷲田

048-622-1450

10月27水
▼

10月31日
一年間の活動報告写真展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶17:30
27日は13:30から
31日は17:00まで

入場自由・無料
埼玉県聴覚障害者協会

「フォト茜クラブ」
担当  大内

048-863-0338（FAX）

10月30土
▼

10月31日
大宮工房館まつり 大宮工房館

全館 10:00▶16:00 入場自由・無料 大宮工房館
048-645-3838



参加無料

チ ャ レ ン ジ

Challenge

ぐるりパネル展（冬シーズン）作品募集 ～みなさんの活動をひろーく広報しましょう～
個人・団体・サークルの活動状況、地域のイベント広報・参加者募集をパネル展示し、コミュニティ施設を巡回展示します

募 集
参 加 者

 12月4日㈯　～東大宮コミュニティセンター
 12月18日㈯　～西部文化センター
 1月8日㈯　～浦和コミュニティセンター
 1月22日㈯　～プラザウエスト

対象・定員  活動をPRしたい個人・団体・サークル、20団体
参加費  無料
その他  ※冬シーズン以降のパネル展も予定しております。

応募方法 　各コミュニティ施設で、展示申込書に記入し、各コミュニ
ティ施設窓口へご応募ください（先着順）。

申込み先 　各コミュニティ施設（P.13をご覧ください。）
締切日 　11月15日（月）必着

お問合せ 　各コミュニティ施設（P.13をご覧ください。）

練習日時・
会場

伝統芸能体験教室
「お囃

おはやし
子」を体験し、さいたま伝統芸能普及フェスティバル内で発表をします

募 集
参 加 者

 11月21日㈰　13:00～16:00
 プラザイースト　ホール
 11月14日㈰　13:00～15:00・20日㈯　10:00～11:00
 21日㈰　11:00~16:00（全3回）
 プラザイースト　フィットネスルーム・ホール

対象・定員  小学２年生以上、10人
参加費  高校生以上 1,000円、中学生以下 500円

応募方法 　氏名・年齢・電話番号をメールにて送信いただくか、来館又
は電話にてご応募ください（抽選）。

申込み先 　〒336-0932　さいたま市緑区中尾1440-8
 プラザイースト「伝統芸能体験教室　参加希望」係

Ｅpla-e@saitama-culture.jp
締切日 　10月29日㈮必着

お問合せ 　プラザイースト　TEL：048-875-9933

開催日時・
会場

練習日時・
会場

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　http://www.saitama-culture.jp/

さいたま市文化振興事業団 検索
扌

プレゼント当選発表 情報誌SaCLa7月号の「千住真理子　サイン色紙」プレゼントの当選者は、門井英明様・小泉保夫
様・戸井田宣太郎様・田川光博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ア ー ツ 
Friday One Coin Concert Vol.41～
懐かしのスペイン!名曲とフラメンコ舞
踊～』（12月24日(金)14時～・会場:さい
たま市文化センター）にの公演チケット
を3組6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⑤10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アーツコンサートＶol.41」プレゼント係
までご応募ください【締切:10月15日（金）必着】。当選者
の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

16 2021/10
LINEで
友だちになろう！


