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今月のArtist Interviewは2022年2月13日（日）市民会館おお
みや小ホールにて開催する『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～』へご出演いただく、蕨市出
身のギタリスト榎本大介さんです。市民会館おおみやで『ア
コースティックギターワークショップ＆発表会』の講師を務
めていただくなどひろく活動していらっしゃいます。インタ
ビューではギターを始めたきっかけや、ライヴなどでのエピ
ソードをお伺いしました。

Artist
Interview

ギタリスト

榎本大介
D A I S U K E  E N O M O T O

1971年9月6日生まれ　埼玉県蕨市出身。
13歳でギターを始め、高校卒業後、プロ・ギタリストとしてのキャリアをスタートさ
せる。サポートとして数々のコンサート&レコーディングを行い、また、サウンド・
アレンジャー、ギター講師、バンドスコア制作等、活動は多岐に渡る。2011年か
ら自身のソロ活動も開始し、各地でコンサートを行っている。2014年から2年連続
ニューヨーク公演も大好評。
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16ページにプレゼントのお知らせがあります!

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。

12月18日（土）10:00より発売開始 
※12月19日（日）9:00より窓口にて販売も可

令和
４年  2月13日日　開演 14：00
市民会館おおみや　ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

500円（全席指定）　未就学児不可
©Masanobu Miyagi

れてしまうと、エンジニ
アさんが何十年もかけて
少しずつ積み上げたノウ
ハウが失われてしまう訳
で、時代の流れとはいえ
デジタルで再現できるも
のが増えて行く一方、ア
ナログの良さや陰影のよ
うなものが無くなって行
く気がして…だから、な
おさら生演奏が良いなと思うのかもしれません。

コンサートのプログラムや聴きどころも榎本さんの想いが
凝縮されたものになりそうですね。
　以前はアンプやエフェクターなどの機材に囲まれてステー
ジに立っていましたが、今はシンプルに、アコースティック
ギターでトータルリコールできない演奏をしたいという思い
がありますね。本当にこちらのホールの響きは厚みがあって
良いんですよ。2月のコンサートは皆さまに耳馴染みのある
曲を中心に、オリジナル曲も聴いていただきたいと思ってい
ます。じっくり考えて心地良い時間を過ごしていただけるプ
ログラムにしたいです。

読者の皆さま、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。
　皆さまに音楽の楽しさやギターの響きを気軽に体感してい
ただきたいです。今はデジタルとかバーチャルとかの体験は
いくらでもできるようになっていますよね。ライヴは演奏す
る側も聴く側もコール&レスポンスができるからこそ面白く
て、双方向で体感し合えることが生演奏の良いところだと思
います。市民会館おおみやでのアコースティックギターの響
きをぜひ、生で聴いていただきたいです。

ギタリストになったきっかけをお話しいただけますか？
　80年代後半、日本は空前のバンドブームで日曜日の原宿、
歩行者天国ではアマチュアバンドの路上ライヴが恒例でした。
僕はその少し前、中学生で仲間とバンドを組んで、エレキギ
ターを弾き始めました。ハードロックバンドが大好きで、夢
中で練習して、あるときテレビ局の番組で賞をもらいまし
た。その辺りで、プロになれるんじゃないか! ？プロなろう！
と決心ました。音楽に関連したアルバイトも沢山しましたよ。
その頃は戸田市が「ゲネプロの町」って言われていて、有名な
ミュージシャンのリハーサルが終わると、ひたすら片付ける
アルバイトとか…楽しかったですね。埼玉県にもライヴハウ
スがいくつかあって、僕らより少し上の世代にはそこから有
名になってプロとして活躍したバンドもありました。ライヴ
ハウスはバンドマンにとってプロへの登竜門のような場所で
した。僕も埼玉でバンド活動をしつつ、東京に憧れ、色々な
オーディションを受けて、次第に都内のライヴハウスへと活
動の拠点を移して行きました。時代はバブル絶頂で、カラオ
ケが今ほど普及していなかったから、生演奏の需要もありま
した。活動の幅も少しずつ広がって、オールディーズの生バ
ンドに加入して米軍キャンプのBARで『Johnny B. Goode』
などを夜な夜な演奏していた時期もあります。そうやって原
宿や新宿、渋谷、下北沢をはじめ都内のライヴハウスやテレ
ビの歌番組でアーティストのサポートメンバーとしてギター
を弾いて来ました。もう20年以上前ですから、今は閉店し
てしまったライヴハウスや歌番組も少なくなり、少し寂しい
ですね。

今はアコースティックギターの講師として市民会館おおみやで
ワークショップをしていただいていますね。
エレキギターもアコースティックギターもそれぞれの楽しさ
ありますよね。
　アコースティックギターの響きも大好きで、独学で高校時
代から弾いていました。若い頃はハードロック好きで、エレ
キギターで早弾きとかしていたのに、いつの間にか、このア
コースティックな音色が心地良く感じるようになりました。
こちらの市民会館おおみやでは、ご縁あってアコースティッ
クギターのワークショップを担当して3年目になります。受
講生さんたちは中学生から大人まで幅広い年齢層で、2月の
発表会を目指して、楽しく開催しています。ここの小ホール
はアコースティックギターとの相性がとても良くて、音に力
を与えてくれるような、深い響きがあるんです。不思議と歴
史のあるホールは、弾き込んだ楽器の如く丸く角の取れた素
敵な響きがしますね。令和4年3月で閉館と聞いて、残念です。
ホールのみならず、老舗のレコーディングスタジオも解体さ
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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】 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）

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。

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。

お昼の爆笑寄席ファイナル
～さいたま市民会館おおみや閉館記念～

三遊亭円楽、瀧川鯉斗、翁家勝丸による寄席
公演を開催します。

１１月２７日（土）１０：００より発売開始 
※１１月２８日（日）９：００より窓口にて販売も可

令和
４年  ２月６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）

S席3,000円　Ａ席2,500円
（全席指定）　未就学児不可

友の会料金　S席2,500円　Ａ席2,000円
先行予約日　11月25日木・26日金各日10：00より発売開始

気軽にクラシックｖｏｌ.43
木嶋真優ヴァイオリン・リサイタル

人気ヴァイオリニスト木嶋真優によるコンサー
トを開催します。

１１月２０日（土）１０：００より発売開始 
※１１月２１日（日）９：００より窓口にて販売も可

令和
４年  ２月12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）

3,500円（全席指定）　未就学児不可

友の会料金　3,000円
先行予約日　11月17日水・18日木・19日金各日10：00より発売開始

木嶋真優 ©KINYA OTA（MILD）

※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。

三遊亭円楽 瀧川鯉斗

太神楽　翁家勝丸

子どもと感じるはじめてのクラシック。ぜひ、お子さまと一緒に音楽
の楽しさを感じてください。【出演】アーヴィン・ホマ・アヤ（歌）、林
はるか（チェロ）、林そよか（ピアノ・編曲）、空飛ぶクラシック楽団

令和
４年  ２月26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1,500円　中学生以下1,000円（全席指定）　2歳以下膝上無料

空飛ぶクラシック～Ｋｉｄｓ ｍｅｅｔ Classic！～

空飛ぶクラシック

１１月２７日（土）１０：００より発売開始
※１１月２８日（日）９：００より窓口にて販売も可
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ケロポンズ・ファミリーコンサート 12月25日（土）10：00より発売開始
※12月26日（日）9：00より窓口にて販売も可

保育園や幼稚園で大人気の体操曲『エビカニクス』でお馴染みの
ケロポンズが市民会館いわつきにやって来ますよ！！
歌や体操など、魅力いっぱいのファミリーコンサートです。

令和
４年  ３月12日土　昼の部 13：00～　夜の部 16：00～
市民会館いわつき　ホール
3048-756-5151（9:00〜19:00）

大人2,000円　小学生以下500円（全席指定）
３歳以下膝上無料。但し、席が必要な場合は有料。

ウエストで楽しめる名作オペラ「カルメン」

子どもから大人まで、ワクワク胸躍るオペラ
の傑作、名作オペラ「カルメン」をお楽しみく
ださい。

令和
４年  ３月４日金　開演 18：00
プラザウエスト　さくらホール
3048-858-9080（9:00〜21:00）

大人2,000円　中学生以下1,000円
（全席指定）　未就学児不可

12月25日（土）10：00より発売開始 
※12月26日（日）9：00より窓口にて販売も可

SaCLaアーツ Friday One Coin Concert Ｖｏｌ.42
～ピアノでオーケストラ！季節を愉しむ４手の響き～

「花のワルツ」「ボレロ」など、オーケストラ名
曲の数々をピアノ1台、YNPianoDuoの夫婦
連弾でお届けします。

12月25日（土）10：00より発売開始 
※12月26日（日）9：00より窓口にて販売も可

令和
４年  ２月25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

ふれあいコンサート

和太鼓サークル「批魅鼓」による日本の伝統
芸能である和太鼓公演を開催します。

令和
４年  ２月20日日　開演 15：00
西部文化センター　多目的ホール
3048-625–3851（9:00〜17:00）

500円（全席自由）　未就学児不可

12月4日（土）10：00より電話にて発売開始 
※12月5日（日）9：00より窓口・電話予約も可

チケットは西部文化
センターのみで販売
048-625-3851

批魅鼓

プレミアクラシックｖｏｌ.１３ 村治佳織ギターリサイタル
～Guitar is wonderful！～

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】アランブラの思い出・イエスタデ
イ・禁じられた遊びから「愛のロマンス」　他

令和
４年  ２月20日日　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

１２月１１日（土）１０：００より発売開始 
※１２月１２日（日）９：００より窓口にて販売も可

友の会料金　3,800円
先行予約日　12月9日木・10日金
　　　　　　各日10：00より発売開始

村治佳織

劇団Liebe
「音楽劇オルゴール」

令和
４年  ２月12日土・13日日　開演 各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

１２月4日（土）１０：００より発売開始
※１２月5日（日）９：００より窓口にて販売も可

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）
による完全オリジナル新作音楽劇を行います。

友の会料金　1,000円

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。 52021/12



クリスマスコンサート

弱冠１６歳ですでに堂々たるキャリアを持つ期
待の新星チェリスト、鳥羽咲音と国際派ピア
ニスト鳥羽泰子によるコンサートをお届けしま
す。

発売中

12月11日土　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（9:00〜21：00）

700円（全席自由）　未就学児不可

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

写真：御堂義乘

鳥羽泰子（ピアノ）鳥羽咲音（チェロ）

クリスマスコンサート

12月12日日　開演 13：30
高鼻コミュニティセンター　大会議室
3048-644-3360（9:00〜21：30）

50席　300円（全席自由）
３歳以下膝上無料

アカナ＊コメッツ

ラテン、クラッシック、Jazz、Pops、演歌な
どの曲をヴァイオリン、サックス、ピアノのア
レンジでお届けします。

高鼻コミュニティセンター
（窓口・電話）
048-644-3360にて受付

発売中

プラザイーストミュージックサロン
～うたのたび～

埼玉県出身のバリトン歌手、原田勇雅によ
る音楽旅行をお楽しみ下さい。（公演終了後、
原田さんとの交流会がございます。申込制。
別途料金がかかります。詳しくはP8へ。）

令和
４年  １月30日日　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048–875–9933（9:00〜21:00）

1,000円（全席指定）　未就学児不可

発売中

原田勇雅（バリトン） 齋藤亜都沙(ピアノ)

奥田弦ジャズコンサート
夢弦JAZZ　ｆeat.武嶋聡

ジャズピアニスト・奥田弦とサックス奏者・武嶋
聡によるジャズコンサートを開催します。

友の会料金　3,300円

発売中

令和
４年  2月19日土　開演 14：00
さいたま市文化センター　小ホール
問合せ さいたま市文化センター
3048-866-3171（9:00〜19:00）

4,000円（全席指定）　未就学児不可

奥田弦©オフィス・トゥー・ワン 武嶋聡

家族でエンジョイ！
「ザッキー＆メグムンのＢｏｏＢｏｏ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

ザッキー＆メグムン

発売中

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

発売中

この冬はしまじろうと一緒に特別な英語体験を！ノリノリで
楽しめるクリスマスソングやダンス、ゲームがいっぱいで
楽しく英語にふれられる参加型のステージショーです。

12月18日土
開演 ①12:15②14：45③17：15
市民会館おおみや　大ホール
3048–641–6131（9:00〜19：00）

会館特別価格3,480円（全席指定）
2歳以下膝上無料。但し、席が必要な場合有料。

ベネッセの英語コンサート
「RING！RING！CHRISTMAS　BELLS」
発売中

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。

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

発売中 残席　A席・B席のみ

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。
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宮原コミセン展示まつり２０２１
当館ご利用のサークル等による日
頃の活動の成果を展示します。ま
た、ロビーにて地元生産者様によ
る農作物直売も行います。（11月
27・２８日各11：00～。なくなり次
第終了）

【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

11月25日木　12：00～16：30
11月26日金～28日日　10：00～16：30
11月29日月　10：00～15：00
宮原コミュニティセンター　多目的ホール

観覧自由・無料

第８回さいたま伝統芸能普及フェスティバル
さいたま市指定の文化財を中心に
伝統文化を紹介します。「伝統芸
能体験教室」参加者の発表会があ
ります。

【申込み方法】当日、直接、会場へ。
【問合せ】
プラザイースト
TEL：048－875－9933

11月21日日　開演 13：00
プラザイースト　ホール

定員 197人　当日先着順・無料

花展
さいたま市いけばな芸術協会によ
る華道作品展示会を開催します。
必ず靴下等を着用してください。

【申込み方法】当日、直接、会場へ。
【問合せ】
恭慶館
TEL：０４８－８３５－７４５０

12月３日金～５日日
10：00～17：00
※5日は15：00まで
　（入場は終了30分前まで）
恭慶館　全館

観覧自由・無料

西部文化センターまつり＆バリアフリーフェスティバル
ホールにて舞台発表会、ロビーに
てバリアフリーフェスティバルを同
日開催いたします。

【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

11月28日日
西部文化センター
ロビー　11：00～
多目的ホール　14：00～（入場は13：00～）

定員 200人　観覧自由・無料

２０２１七里コミセンまつり
七里コミュニティセンター利用団
体による作品展示（体験コーナー）
と舞台発表会。

【申込み方法】当日、直接、会場へ。
【問合せ】
七里コミュニティセンター
TEL：048－687－3688

11月20日土・21日日
10:00～16:00(予定）
七里コミュニティセンター　全館

観覧自由・無料（体験コーナーの
み一部有料）

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。

音楽とパフォーマンスのコラボ企画
ミニコンサート

ヴァイオリンと一人芝居のコラボ
コンサートをお楽しみください。

【出演】ヴァイオリンと人の聲
【申込み方法】11月13日（土）10：
00より電話にて（先着順）。

【問合せ】
コミュニティセンターいわつき
TEL：048－758－1980

12月18日土　開演 14：00
コミュニティセンターいわつき　研修室

定員 80人　申込み制・無料

チビゲキキャラバン
「ちょうふく山のやまんば」

特定非営利活動法人劇団サード
クォーターによる演劇上映会

【 申 込 み 方 法 】12月10日(金)ま
でに劇団ＨＰWEB申込（https://
www.tqtqtq.org/）にて。

【問合せ】
浦和コミュニティセンター
TEL：048－887－6565

12月12日日
①10：00②12：00③14：00
開場15分前　上映時間60分
浦和コミュニティセンター　多目的ホール

定員 50人　申込み制・無料

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

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

500円
美園コミュニ
ティセンター
多目的ホール

048-764-8810

スギテツ
親子で楽しむクリスマスコンサート

12月11日（土） 
開演14：00

大人1,800円
中学生以下1,200円

プラザウエスト 
さくらホール

048-858-9080

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） 
開演14：00

500円
さいたま市
文化センター　
小ホール

048-866–4600

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

12月25日（土） 
開演14：30

大人2,000円
小学生以下1,500円

プラザイースト
ホール

048–875–9933

三浦一馬×松本和将
スパークリングデュオ

１月23日（日） 
開演14：00

4,000円
（3,600円）

さいたま市
文化センター　
小ホール

048-866–4600残席わずか

車イス席のみ残席あり

完売御礼

完売御礼

車イス席のみ残席あり

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。 72021/12



ス テ ー ジ レ ポ ー ト

Stage report

　私は錦織健のデビューした頃を覚えている。この人はいずれ日本を背負って立つオペラ歌手になるオーラのようなものが
あった。その後メキメキと実力を現し、オペラプロデュースを手掛けたり、紅白歌合戦にも出場したり、アッという間に超人
気者となり、どの会場も満席にする魅力溢れる舞台を作り出すようになった。
　今日のコンサートはまず、日本歌曲『さくらさくら』、『蘇州夜曲』、『椰子の実』、『初恋』、『この道』、『からたちの花』、『荒
城の月』、『落葉松』などを歌い、人々の心をぐっと掴んで行った。この情緒が伝わる、日本語の美しさ。メロディの美しさ。「あぁ、
私は日本人で良かった。」としみじみ思う。『さとうきび畑』聞いていた人々の中には泣いている人もいた。
　ここで休憩。第2部へと進む。ルックスの美しさはもとよりホールに珠玉の響きが広がり、まさに宝物のような時間が過ぎ
て行く。『ストロネッロ』、マスカーニの『セレナータ』、チマーラの『海のストロネッロ』、R．シュウトラウスの『ばらの騎士
より　きびしさに胸をよそおい』マイアベーアの『アフリカの女より　おおパラダイス』歌い、「マイナーな曲でごめんなさい。」
などと楽しいお話を続ける。お客様はとても楽しそうに、耳を傾けている。この人の舞台のMCも実に楽しい。この舞台のテー
マは、『気軽にクラッシック』というもので、クラッシックが良くわからない人でも、楽しんでこの道に入っていける気がする。
今日のために、2曲は初披露と言っていた。そして、このさいたま市のプラザウエストさくらホールが気に入っていると、さ
りげなく褒める。このトークにどれだけのお客様が心を温かくしたことか。
　コンサートの終盤、最後に待っていました！彼のクイーンの歌を心待ちにしていた皆さん！！『ボヘミアン・ラプソディ』、『伝
説のチャンピオン』に「素晴らしい！来てよかった。心の底まで満足しました。」こんな声が聞こえた客席でした。
　コンサート終了後のインタビューで将来リサイタルをする人々へのアドバイスをお願いしたところ「もうこれ以上のものは
ない。明日死んでもいいと思うくらい全て出し尽くせ！という気持ちで臨んでください。」とのことだった。確かにそうだった。
全身を使い、指の先まで真っ赤にして歌っているその姿には神々しさを感じた。本当に舞台での錦織健はすごかった。

SaCLa サポーターズ
倉持恵美子

気軽にクラシックvol.40
錦織健リサイタル

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⑤12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　錦織健　サイン色紙」プレゼント
係までご応募ください【締切：12月15日（水）必着】。当選者の発表は、情報誌SaCLa3月号にて行います。

【読者プレゼント】  錦織健さんのサイン色紙を抽選で２名様にプレゼントします。

92021/12

♪ 公式HP内の「動画 De Culture」
バナーをクリック！
※動画は無料で視聴できます。

「YouTube　地域プロジェクト　動画De Culture」視聴方法　　　

♪ （公財）さいたま市文化振興事業団
公式HPにアクセス
http://ｗｗｗ.saitama-culture.jp/1 2

プラザイーストミュージックサロン交流会
プラザイースト「ミュージックサロ
ン～うたのたび～」コンサート（Ｐ.7
掲載）に出演の原田勇雅さんとの
交流会を行います。

【申込み方法】コンサートのチケッ
トご購入の際に一緒にご購入下さ
い（後日購入も可能）。

【問合せ】プラザイースト
TEL：048－875－9933

令和
４年  １月30日日　開演 15：30
プラザイースト　多目的ルーム

定員 30人　申込み制・500円

子ども邦楽体験
小学生を対象としたお囃子の体験と鑑
賞会を開催します。【申込み方法】12
月2日（木）（必着）までに、往復はが
き（1人1通のみ）に、住所、氏名（ふ
りがな）、学年（在学の方は学校名も）、
電話番号を記入し、〒330－0803　
大宮区高鼻町2－262－1 氷川の杜文
化館へ（抽選）。【問合せ】氷川の杜文
化館 TEL：０４８－６４８－１１７７

12月26日日
14：00～16：00
氷川の杜文化館　伝承の間

市内在住・在学の小学生　25人
申込み制・無料

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

【申込み方法】自由席：当日、直接、
会場へ。※指定席（無料）のご予
約は12月10日(金)10：00より窓口
にて（先着順）。

【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 500人※一部指定席あり
自由席：当日先着順
※指定席：申込制
無料

クリスマスファミリーコンサート
～ソプラノ、ハープ&フルートのひととき～

人生のステージで輝く皆さま一人一人
へ、音楽でエールを送るコンサート。

【申込み方法】１１月１５日(月)から日
進公民館へ来館・電話・FAX又はさ
いたま市生涯学習システムWEB申込

（https://gakushu.city.saitama.
jp/）にて（先着順）。【演奏】Sound
　Bright【問合せ】さいたま市立日進
公民館　TEL：048－663－6611

12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 100人　未就学児入場可
申込み制・無料

チ ャ レ ン ジ

Challenge

さいたま子どもスーパーカッション第１０回定期演奏会
マリンバ・ドラムセット・ジャンベ・ボンゴなどの打楽器を体験してみませんか。

募 集
参 加 者

開催日時・会場  令和4年3月20日㈰　14:00開演　プラザイースト ホール
 令和4年1月8日㈯・9日㈰・29日㈯・2月26日㈯・27日㈰・3月5日

㈯・12日㈯・13日㈰・19日㈯（全9回）
 各土曜日は14:00~16:00、各日曜日は10:00~12:00
 多目的ルーム　他

対象・定員  市内在住・在学の小・中学生　30人
参加費  10,000円

 ※打楽器用スティック、練習用パッドをお持ちでない方は、練習時に別
途購入していただく必要があります。（3,000円程度）

応募方法 　往復はがき（１人１通）に住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を記入の上、下記までご応募くだ
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
 「さいたま子どもスーパーカッション」係まで

締切日 　12月17日㈮必着
お問合せ 　プラザイースト　TEL：048-875-9933

練習日時・
会場

その他

ぐるりパネル展（春シーズン）～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、地域のインベント広報・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

開催日時・会場  令和４年２月５日(土) ～岩槻駅東口コミュニティセンター
 　　　　２月19日(土) ～大宮工房館
 　　　　３月５日（土)～下落合コミュニティセンター
 　　　　３月19日(土) ～宮原コミュニティセンター

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

応募方法 　各コミュニティ施設で、展示申込書をお受け取り
になり、応募期間内に各コミュニティ施設窓口へ
ご応募ください。(先着順・定員になり次第締切)

申込み先 　各コミュニティ施設
締切日 　令和４年１月15日(土）必着

お問合せ 　各コミュニティ施設(連絡先は、P13をご覧くだ
さい。）
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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

92021/12



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
日本画講座 日程 令和

４年1月12日〜2月16日（毎週水曜日）　14:00～16:00（全6回）
会場 プラザイースト 緑　区初心者を対象とした日本画講座を開催します

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 12/22㈬
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

　暮らしと社会
地域の伝統食・地元農家の寒仕込み味噌作り講座 日程 令和

４年1月20日木　①10:00～11:30 ②13:30～15:00（各全1回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区地元農家の方から習う寒仕込み味噌作り講座を開催します

費用  各1,800円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  各10人　　申込み  往復はがき・締切 12/28㈫　　その他  参加希望時間（①・②）を明記
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

普通救命講習Ⅰ 日程 令和
４年1月22日土　10:00～12:00（全1回）

会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区成人に対する心肺蘇生法、AEDの取り扱い等の講習を行います
費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学の中学生以上の方　　定員  12人　　申込み  電話・12/4㈯ 10:00～
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

家庭でできるヨーロッパ野菜でおもてなし料理講座 日程 令和
４年1月22日土・29日土・2月5日土　10:00～13:00（全3回）

会場 下落合コミュニティセンター 中央区ヨーロッパ野菜をメインとしたおもてなし料理の講座を開催します
費用  3,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  6人　　申込み  往復はがき・締切 12/23㈭
問合せ・送付先  〒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

簡単料理講座 日程 令和
４年1月26日水　10:00～12:00（全1回）

会場 プラザウエスト 桜　区冬野菜を使った簡単な料理講座を開催します
費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  12人　　申込み  往復はがき・締切 12/15㈬
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

普通救命講習Ⅲ 日程 令和
４年1月26日水　10:00～12:00（全1回）

会場 美園コミュニティセンター 緑　区小児・乳児に対する心肺蘇生法、AEDの取り扱いなどを行います
費用  無料　　対象  市内在住・在勤・在学の中学生以上の方　　定員  15人　　申込み  電話・12/27㈪ 9:00～
その他  問い合わせ・申込みは、市消防局救急課☎︎833-7921（土・日・祝を除く、9:00～17:00）、市HPから電子申請による申込みも可能（いずれも先着順）
※受付時に検温等を行うため開始20分前までに集合し、マスクを必ず持参・着用してください
問合せ  〒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
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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。

　スポーツ・健康づくり
バランスボールエクササイズ講座 日程 令和

４年1月18日㊋・25日㊋・2月8日㊋・15日㊋ 10:00～11:30（全4回）
会場 コミュニティセンターいわつき 岩槻区体幹を鍛えるトレーニングにチャレンジしませんか

費用  3,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  15人　　申込み  電話・12/14㈫ 10:00～
問合せ・受付  〒339-0057 さいたま市岩槻区本町1-10-7 コミュニティセンターいわつき　☎︎ 048-758-1980

　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 日程 12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  必ずマスクを着用で参加
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

学生ボランティア事業／書初めを習う 日程 12月18日土 ①10:00～12:00 ②13:00～15:00（各全1回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区冬休みの課題作品（書初め）を作成する講座を開催します

費用  各500円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  各20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 12/5㈰
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

キッズチャレンジ‼冬休み子ども書初めA・B・C 日程 12月25日土 A:9:10～11:10 B:12:00～14:00 C:14:30～16:30（各全1回）
会場 大宮工房館 大宮区冬休みの課題の書き初めを仕上げる講座です

費用  各500円　　対象  市内在住・在学の小学3年～6年生　　定員  各20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 12/10㈮
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

冬休み子ども学びキャンパス書初め講座 日程 12月26日㊐ ①9:30～11:30 ②12:00～14:00（各全1回）
会場 宮原コミュニティセンター 北　区冬休みの宿題の書初めをお手伝いします

費用  各500円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  各15人　　申込み  往復はがき・締切 12/10㈮　　その他  参加希望時間（①・②）を明記 
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

冬休み子ども学びキャンパス　子ども書初め講座 日程 12月27日⺼ 10:00～12:00（全1回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区冬休み子ども学びキャンパスとして書き初め講座を開催します

費用  300円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 12/13㈪
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

冬休み子ども学びキャンパス講座〜親と子の料理実習講座〜 日程 令和
４年1月6日木 10:00～12:00（全1回）

会場 西部文化センター 西　区親と子で作る冬のあったか（おもてなし）料理講座を開催します
費用  2,000円　　対象  市内在住・在学の小学3～6年生とその保護者　　定員  6組12人　　申込み  往復はがき・締切 12/4㈯
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

わくわくサッカー体験 浦和東高等学校とのサッカー交流会 日程 令和
４年1月22日土 ①13:30～14:30 ②15:00～16:30（各全1回）

会場 美園コミュニティセンター 緑　区サッカー部の高校生がアシスタントコーチとして練習やミニゲームを行います
費用  1組200円　　対象  市内在住・在学の①小学1・2年生とその保護者②小学3・4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 12/22㈬　　その他  参加希望時間（①・②）と学年を明記
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

　技能・資格・教養
IT講座⑤〜無料（Jimdo)で作るホームページ作成講座〜 日程 令和

４年1月9日㊐・16日㊐・23日㊐・30日㊐ 13:00～16:00（全4回）
会場 プラザウエスト 桜　区これからホームページをつくる方に向けたジンドゥーホームページ作成講座を開催します

費用  4,000円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 12/15㈬
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

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

小さな社会で学ぶ大きなこと
～子育て編～

　さいたま市の小学校を訪問する機会がこのところよくあります。そ
こではハイブリット授業等、コロナ禍で大変な努力をされている先生
方、そして、感染防止の為のルールをしっかり守って学ぶ子供たちの
姿に出会います。私はこのような制約の中、先生方、子供達が学びに
真剣に取り組むことによって「学校で学ぶ意義」がはっきりしてきたよ
うに思うのです。
　子供たちの所属する学級は、様々な環境で育ち多様な価値観をもっ
た子供達の集まりです。つまり学級は多様性をもった小さな「社会」な
のです。新型コロナウイルスの出現で突然休校になった時、保護者が
心配されたのは「勉強の遅れ」でした。そして休校が続くとその心配は

「心の不安」に変わってきました。遅れると心配した勉強は国語や算数
です。もちろんこれらは重要な力ですが学校でなくても付けることはできます。しかし、「心の不安」は学校に行かなくて
は解決しません。子供たちが必要としていたのは共に学ぶ友達だったのです。もちろん家族という心の支えはありました
が、同じ環境で生活する家庭は「社会」にはなれなかったのです。学校という社会が急に無くなったことで子どもたちは不
安定になってしまったのではないでしょうか。
　クラスの問題をみんなで話し合って解決する「学級会」、学級生活を楽しく豊かにする「係活動」などの時間が学校にはあ
ります。これらの活動は全て社会で生きる為の力を育む大切なトレーニングなのです。得意な子も不得意な子も楽しめる
ようにドッジボールのルールを話し合って決める学級会、読者のニーズをリサーチして、工夫した紙面をつくり発行する
新聞係などの活動は社会の営みそのものです。
　日本の学校はこのように人と関わる力を付けて社会に送り出す「特別活動」というカリキュラムをもっています。これら
は「Tokkatsu」（特活）として世界の注目を浴び、輸出までされています。学校では子どもたちがこんな勉強もしている
のです。皆さまも是非ご注目ください。

学級会の様子（担任は筆者）

■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。

URL　https://lin.ee/euusFoK

@975qwyoo

※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！

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）



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

※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

※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。

※12月6日（月）は、自家用工作物年次点検の実施に伴
い、18:00以降は全館停電となります。

　停電中は、施設利用ならび窓口申請が行えないため、
あらかじめご了承ください。

（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧

Ｔ０４８‒７５６‒５１５１　Ｆ０４８‒７５６‒５１５２
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
12月の休館日…6日・13日・20日・27日・29日～31日

文化施設

コミュニティ施設

東大宮コミュニティセンター
Ｔ０４８‒６６７‒５６０４　Ｆ０４８‒６５４‒５５９４
〒337‒0051　さいたま市見沼区東大宮4‒31‒1

Ｔ０４８‒８５８‒９０８０　Ｆ０４８‒８５８‒９０２０
プラザウエスト
〒338‒0835　さいたま市桜区道場4‒3‒1
12月の休館日…13日・27日・29日～31日 12月の休館日…29日～31日

Ｔ０４８‒８７５‒９９３３　Ｆ０４８‒８７５‒９９６０
プラザイースト
〒336‒0932　さいたま市緑区中尾1440‒8
12月の休館日…13日・27日・29日～31日

大宮工房館
Ｔ０４８‒６４５‒３８３８　Ｆ０４８‒６４５‒３８８１
〒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
Ｔ０４８‒６４４‒３３６０　Ｆ０４８‒６４４‒３３６１
〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒292‒1

西部文化センター
Ｔ０４８‒６２５‒３８５１　Ｆ０４８‒６２５‒２８８１
〒331‒0052　さいたま市西区三橋6‒642‒4

12月の休館日…29日～31日12月の休館日…29日～31日12月の休館日…10日・29日～31日

上峰コミュニティホール
Ｔ・Ｆ０４８‒８５２‒０１２１
〒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
Ｔ０４８‒６２５‒８８２１　Ｆ０４８‒６２５‒８８２２
〒331‒0061　さいたま市西区大字西遊馬533‒1
12月の休館日…29日～31日12月の休館日…29日～31日

与野本町コミュニティセンター
Ｔ０４８‒８５３‒７２３２　Ｆ０４８‒８５７‒１０９６
〒338‒0003　さいたま市中央区本町東3‒5‒43

宮原コミュニティセンター
Ｔ０４８‒６５３‒８５５８　Ｆ０４８‒６５３‒８５４１
〒331‒0811　さいたま市北区吉野町2‒195‒1
12月の休館日…29日～31日

七里コミュニティセンター
Ｔ０４８‒６８７‒３６８８　Ｆ０４８‒６８７‒３７０５
〒337‒0014　さいたま市見沼区大字大谷1210
12月の休館日…29日～31日 12月の休館日…29日～31日

片柳コミュニティセンター
Ｔ０４８‒６８6‒８６６６　Ｆ０４８‒６８６‒２９９９
〒337‒0026　さいたま市見沼区染谷3‒147‒1

浦和コミュニティセンター
Ｔ０４８‒８８７‒６５６５　Ｆ０４８‒８８７‒７０９０
〒330‒0055　さいたま市浦和区東高砂町11‒1‒10F
12月の休館日…29日～31日12月の休館日…29日～31日

下落合コミュニティセンター
Ｔ０４８‒８３４‒０５７０　Ｆ０４８‒８３４‒０５８０
〒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
12月の休館日…29日～31日

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
12月の休館日…29日～31日

伝統文化施設

Ｔ０４８‒８３５‒７４５０　Ｆ０４８‒８３５‒７４５３
〒330‒0061　さいたま市浦和区常盤9‒30‒5

11月の休館日…5日・11日・18日・25日

恭慶館
Ｔ０４８‒６４８‒１１７７　Ｆ０４８‒６４８‒１３１１
〒330‒0803　さいたま市大宮区高鼻町2‒262‒1
12月の休館日…10日・20日・29日～31日

氷川の杜文化館
Ｔ０４８‒664‒1636
〒331-0805　さいたま市北区盆栽町267-1

盆栽四季の家

12月の休館日…6日・13日・20日・26日～31日 12月の休館日…29日～31日

Ｔ０４８‒６４１‒６１３１　Ｆ０４８‒６４１‒６１３３
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
12月の休館日…8日・22日・29日～31日

Ｔ０４８‒８６６‒３１７１　Ｆ０４８‒８３７‒２５７２
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
12月の休館日…6日・13日・20日・27日・29日～31日

コミュニティセンターいわつき
Ｔ０４８‒７５８‒１９８０　Ｆ０４８‒７５８‒１９８５
〒339‒0057　さいたま市岩槻区本町1‒10‒7
12月の休館日…29日～31日

南浦和コミュニティセンター
Ｔ・Ｆ０４８‒８８６‒５８５６
〒336‒0016　さいたま市南区大谷場2‒6‒25
12月の休館日…29日～31日

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
12月の休館日…29日～31日

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）

Ｔ０４８‒７５６‒６０００　Ｆ０４８‒７５６‒６０３６
〒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
Ｔ０４８‒764‒8810　Ｆ０48‒764‒9310
〒336-0967　さいたま市緑区美園4-19-1
12月の休館日…29日～31日12月の休館日…29日～31日
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ホール

イベントカレンダー 12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/11/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

4土

第17回緑区手づくり音楽祭 プラザイースト
ホール 10:00 入場自由・無料 緑区コミュニティ課

048-712-1131

ブリランテの会（大人の発表会） プラザイースト
映像シアター 13:00 入場自由・無料 担当  魚水愛子

048-684-9602

気軽にクラシックvol.42
森麻季ソプラノ・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）

車イス席のみ残席あり
プラザウエスト
048-858-9080

5日 カリブ海が思い浮かぶ
スティールパンコンサート

美園
コミュニティセンター
多目的ホール

14:00 500円（全席自由） 美園コミュニティセンター
048-764-8810

11土

さいたま☆キッズダンスフェスタ2021 市民会館おおみや
大ホール 13:30 入場自由・無料 さいたま市民会館おおみや

048-641-6131

スギテツ
親子で楽しむクリスマスコンサート

プラザウエスト
さくらホール 14:00

大人1,800円
中学生以下1,200円
(全席指定）

プラザウエスト
048-858-9080

クリスマスコンサート
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

12日

チビゲキキャラバン
「ちょうふく山のやまんば」

浦和
コミュニティセンター
多目的ホール

①10:00
②12:00
③14:00

申込み制・無料
特定非営利活動法人
劇団サードクォーター
Ｅ https://www.tqtqtq.org/

クリスマスコンサート
高鼻
コミュニティセンター
大会議室

13:30 300円（全席自由） 高鼻コミュニティセンター
048-644-3360

18土 ベネッセの英語コンサート
「RING!RING! CHRISTMAS BELLS」

市民会館おおみや
大ホール

①12:15
②14:45
③17:15

会館特別価格 3,480円
英語コンサート事務局
Ｈ https://faq.l-tike.com/
　 contact/0067/

19日

岩槻 Jazz Day 2021 市民会館いわつき
ホール 12:55 申込み制（指定席）

当日先着順（自由席）
市民会館いわつき
048-756-5151

浦和東高校
カルチャーフェスティバル

プラザイースト
ホール・多目的ルーム 11:00 入場自由・無料

浦和東高校
担当  板垣・矢口
048-878-2113
※開催状況を本校HPにて要確認

クリスマスファミリーコンサート
～ソプラノ、ハープ&フルートのひととき～

西部文化センター
多目的ホール 13:30 申込み制 さいたま市立日進公民館

048-663-6611

24金
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～

さいたま市文化センター
小ホール 14:00 500円（全席指定） さいたま市文化センター

048-866-4600

25土

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』

さいたま市文化センター
大ホール 15:00

【S席のみ完売】
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

プレミアクラシック Vol.12
生演奏でおくる音楽影絵劇
「100万回生きたねこ」

プラザイースト
ホール 14:30

大人2,000円
小学生以下1,500円
（全席指定）

プラザイースト
048-875-9933

26日 渡辺音楽教室発表会 プラザイースト
ホール

14:30
（予定） 入場自由・無料 担当  渡辺

048-714-0266

28火 アンサンブルエール
ウインターコンサート

プラザイースト
ホール 18:30 入場自由・無料 担当  首藤健一

048-878-7872

完売御礼

完売御礼

完売御礼
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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 座ポ 講 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へ向け、無料講座を開催
しています

イ ントベ

絵が描けなくても大丈夫！ グラフィックレコーディング講座
会議や対話を絵や図などのグラフィックで見える化して記録するグラフィックレコーディングが学べる講座です
開催日時 11月27日㈯・28日㈰　14:00～16:30（全２回）　定員  15人　申込方法  電話・メールにて受付中（先着順）
その他  持ち物：筆記用具　講師：本園大介氏

みんなの気持ちがグッと高まる ミーティングの基本講座
ミーティングの基本や、オンラインでも活用できるミーティングのコツを事例から学べる講座を開催します
開催日時 12月4日㈯　14:00~16:30（全1回）　定員  15人　申込方法  電話・メールにて受付中（先着順）
その他  持ち物：筆記用具　講師：NPO法人CRファクトリーコミュニティマネジメント認定インストラクター　高橋葉子氏

交流カフェ
「コロナでも楽しく市民活動！」をテーマに市民活動団体が繋がりあう交流会を開催します
開催日時 令和4年1月22日㈯　13:30~16:00（全1回）　定員  30人　申込方法  電話・メールにて受付中（先着順）
その他  持ち物：筆記用具　ファシリテーター：ゴーサインファミリー　堀山康行氏・関根美帆氏

クリスマス飾りｄｅ活動紹介パネル展
クリスマス飾りで市民活動を広く社会にＰＲするパネル展に参加する団体を募集します
開催日時 12月5日㈰～25日㈯　準備日程：12月4日㈯　9:00~15:00　片付日程：12月26日㈰　9:00~17:00
対象・定員　市民活動団体・各10団体　参加費　無料　申込期間  受付中　申込方法電話・メールにて受付中（先着順）

152021/12

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

12月１水
▼

12月20月
東大宮地域５館連携事業
「伝統と自然の写真展」

大宮工房館
ロビー 9:00▶17:00 入場自由・無料 大宮工房館

048-645-3838

12月３金
▼

12月５日
花展 恭慶館

全館
10:00▶17:00
5日は15:00まで 入場自由・無料 恭慶館

048-835-7450

12月３金
▼

12月５日
戦後76年アジアとともに

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
3日は12:00から  入場自由・無料

埼玉県平和資料館を考える会　
担当  新﨑　　　　　　　
080-1204-4452

12月11土
▼

12月12日
小原流 浦和支部花展「冬色・花便り」

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
11日は13:00から 入場自由・無料

いけばな小原流 浦和支部
担当  落合　　
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）　

12月12日
▼

12月19日
絵画造形教室
小さな森のアトリエ
絵画作品展示会

氷川の杜文化館
展示場

10:00▶18:30
19日は15:00まで 入場自由・無料 担当  野村　　　　　　

Ｅ art-nomura@hotmail.co.jp

12月19日 浦和東高校
カルチャーフェスティバル

プラザイースト
第一・第二展示室 9:00▶15:00 入場自由・無料

浦和東高校
担当  板垣・矢口
048-878-2113
※開催状況を本校HPにて要確認

12月24金
▼

12月27月
南北コリアと日本のともだち展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

10:00▶19:00
27日は15:00まで  入場自由・無料

「南北コリアと日本のともだち
展 in さいたま」実行委員会
担当  塚田
048-887-7786　

※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

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

参加無料

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

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
⬆

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 12月2日㈭・9日㈭・16日㈭・23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）

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 12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  12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

プレゼント当選発表 情報誌SaCLa9月号の「DRUM TAOサイン色紙」プレゼントの当選者は、戸井田宣太郎様・西山和
宏様、山田沙織様に決定いたしました。ご応募ありがとうございました。

今月号の表紙を飾る『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～』（令和
4年2月13日(日)14時～・会場：市民会館おおみ
や）に出演されるギタリスト・榎本大介さんのサ
インを抽選で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⑤12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「榎本大介サイン色紙」プレゼント係ま
でご応募ください【締切:12月15日㈬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 2021/12
LINEで
友だちになろう！
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