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4月1日（金） R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホ ー ル
all（さいたま市民会館おおみや）が大宮駅東口の複合ビル「大宮門街」に開館します。

今月のArtist Interview はこのオープンを祝し、4月3日（日）R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホ ー ル
all（さいたま市民会館おおみや）大ホールで開催

される『RaiBoC Hallオープニング記念コンサート　新日本フィルハーモニー交響楽団』へ出演いただく、ヴァイオリニ
ストの西江辰郎さんとファゴット奏者の河村幹子さんをお迎えしました。

Artist
Interview

ヴァイオリニスト

西江 辰郎
T A T S U O  N I S H I E

ファゴット奏者

河村 幹子
M O T O K O  K A W A M U R A

新日本フィルハーモニー交響楽団コンサートマスター及び、久石譲Future 
Band バンドマスター。幼少期より辰巳明子氏に師事し、桐朋学園ソリスト
デュプロマコース修了。スイスに留学しティボール・ヴァルガ氏に師事。メ
ソッドを継承する。室内楽を安永徹、市野あゆみ各氏に師事。2001年、仙
台フィルのコンサートマスターに抜擢され当時より最年少コンサートマス
ターとして活躍。05年より新日本フィルコンサートマスターに就任し、ソ
リストとしてもクリスティアン・アルミンク、ギュンター・ピヒラー、外山雄
三、ダグラス・ボストークらの指揮のもと国内外のオーケストラと共演。ミッ
シャ・マイスキー、ジュゼッペ・アンダローロらとの室内楽や各地の音楽祭に
も招かれている。マレーシア・フィルやNHK交響楽団にゲスト・コンサート
マスターとして出演。16年「題名のない音楽会」にピアノの上原ひろみとゲ
スト出演。2020年冬には上原ひろみとの共演、ラヴェルやラフマニノフの
ピアノ三重奏曲による新CDがリリースされた。
http://tatsuo-nishie.world.coocan.jp/

13歳より岡崎耕治氏の下でファゴットを始める。東京藝術大学音楽学部附属
音楽高等学校卒業、同大学卒業。在学中モーニングコンサートや、３年連続
室内楽定期に出演する。新卒業生紹介演奏会で藝大フィルハーモニア管弦楽
団と共演。DAAD (ドイツ学術交流会)の奨学生として渡独。ハノーファーと
ミュンヘンの音楽大学で研鑽をつむ。ミュンヘン音楽大学でマイスターコー
ス(大学院)を修了。在学中ミュンヒナーシンフォニカーで研究生を務める。市
立アウグスブルグ歌劇場首席奏者経て、帰国後はNHK-FMリサイタルに出演。
2009年小澤征爾/指揮、新日本フィルハーモニー交響楽団の「特別演奏会」で
ソリストを務める。上岡敏之、G.Bosse、P.v.Steinaecker/指揮、新日本フィ
ルハーモニー交響楽団定期演奏会、名曲シリーズやG.Bosse/指揮、神戸市
室内演奏団定期演奏会ソリストを務める。Korean Chamber Orchsetraの

「Special Gala Concert」やChangwon Philhaemonic Orchestraの定期演
奏会でソリストを務める。現在新日本フィルハーモニー交響楽団ファゴット
首席奏者としての活動を中心に、木曽福島音楽祭などにも参加。東京藝術大
学音楽学部非常勤講師、日本大学芸術学部非常勤講師。ファゴットを岡崎耕治、
E.Marschall、K.Thunemann、故伊達博各氏に師事。

撮影協力：すみだトリフォニーホール
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 我々演奏家は、楽曲についての思いや伝えたいことを作曲家ご自身からリアルタイムに聞けることは
滅多にありません。しかも、その作曲家自らタクトを振り、同じ舞台で一緒にお客様へお届けできるこ
とは、とても貴重な時間だと思います。私たちは普段、過去の時代を生きた作曲家の作品を演奏する機
会の方が圧倒的に多く、その楽曲への手掛かりは、例えば文献だったり、語られていた言葉だったりし
ます。でも結局のところ、そのすべては楽譜の中にあって、前後関係や数々のヒントを基に探求して、
それを落とし込み演奏します。今回のプログラムではベルリオーズの『幻想交響曲 op.14』がそういっ
た取り組み形になりますが、この作品に対する作曲家目線での久石譲氏の解釈についても楽しみなとこ
ろです。きっと私たち演奏家だけでは見えないこと、感じとれないことに気付いていらっしゃると思い
ます。久石氏はミニマル・ミュージックや映画音楽など、常に新鮮な音楽を発信し、その際に新日本フィ

ルハーモニー交響楽団もたくさん共演させていただいています。私たちはそのキャリアを活かし、RaiBoC Hallオープニング記念コンサー
トで二度と同じことは起こらない、ライヴならではの感覚をお客様と共有できたら嬉しいですね。皆様とこの素晴らしい会場でお会いでき
ますことを楽しみにしています！

　RaiBoC Hall のオープニング記念コンサートで演奏できるなんて、嬉しいです。新しいホールがで
きることで人が集い、そこからまた新しい文化が生まれる期待も高まりますね。私たち新日本フィル
ハーモニー交響楽団は久石譲指揮のもと、さいたま市の皆さまとRaiBoC Hall でお会いできるのを楽
しみにしています。久石氏と新日フィルとの関わりは長く、映画音楽をはじめ何度も共演させていただ
いています。久石氏は2004年から「新日本フィル・ワールド・ドリーム・オーケストラ」の音楽監督に就
任され、2015年公演からはそのテーマの一つとして自作のスタジオジブリ作品の音楽を「交響組曲」化
を開始するなど、その音楽活動は作曲家のみならず、多岐にわたっていらっしゃいます。モーツァルト
やストラヴィンスキーなど、偉大な作曲家の作品が、そのさわりだけでコレは！、と思い浮かぶように、
久石譲・確固たる世界観のある方です。今回はその世界をRaiBoC Hallへお届けできると思います。プ
ログラムの前半は、交響組曲『天空の城ラピュタ』をはじめ、ファンタスティックな久石ワールドにたっぷりと浸っていただきます。そして、
ベルリオーズ『幻想交響曲 op.14』のクライマックスでは舞台裏からの「バンダ」の鐘で、ＣＤでは決して味わえない、ライヴならではの仕
掛けをお楽しみいただけると思います。ホールも楽器も一部と言われるように、新しいホールで初めて演奏できることも勿論、また１年後、
１０年後にこのホールの響きが変わって行くのも楽しみですね。４月３日のRaiBoC Hallで皆さまのご来場をお待ちしています！

16ページにプレゼントのお知らせがあります!

友の会料金　Ｓ席5,700円　Ａ席5,200円　Ｂ席4,700円

Ｒ
レ イ ボ ッ ク
ａｉＢｏＣ Ｈ

ホ ー ル
ａｌｌ オープニング記念コンサート

新日本フィルハーモニー交響楽団
R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC Ｈ

ホ ー ル
ａｌｌ（市民会館おおみや）のオープニング記念コンサート。指揮に久石譲を迎えた新日

本フィルハーモニー交響楽団による名曲を新たなホールでお楽しみください。
【演奏予定曲】久石譲　DA・ MA・SHI・絵／久石譲　交響組曲『天空の城ラピュタ』／ベルリ
オーズ　幻想交響曲op.14

4月3日日　開演 15：00
RaiBoC Ｈａｌｌ（市民会館おおみや）　大ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

Ｓ席6,000円　Ａ席5,500円　Ｂ席5,000円（全席指定）　未就学児不可

新日本フィルハーモニー交響楽団　コンサートマスター　
　　　　　　　　　　　久石譲 Future Band バンドマスター  西江 辰郎

新日本フィルハーモニー交響楽団　
　　　　　　　　ファゴット首席奏者  河村 幹子

今を生きる作曲家・久石譲の世界をライヴでお客様と共有できることが楽しみ

RaiBoC Hall の始まりは久石譲ワールド「バンダ」の鐘が響きます

発売中 残席僅か
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新日本フィルハーモニー交響楽団
ⓒRikimaru_Hotta

久石譲
©Omar Cruz

令和4年4月1日開館

OK！



さいたま市民の日 記念事業
春の爆笑寄席 いわつき芸人三人衆
三遊亭楽生 神田あおい 柳家小志ん
さいたま市民の日を記念する特別公演として、岩槻出身の落語家、
講談師による寄席を開催します。岩槻出身の３人の芸人が岩槻に
賑わいをお届けします。
【出演】三遊亭楽生、神田あおい、柳家小志ん

５月８日日　開演 14：00
市民会館いわつき　ホール
3048-756-5151（9:00〜19:00）

1,000円（全席指定）　未就学児不可

3月5日（土）10：00より発売開始
※3月6日（日）9：00より窓口にて販売も可

友の会料金　700円
先行予約日　３月４日金10：00より発売開始

OK！

柳家小志ん 三遊亭楽生 神田あおい

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。

文果組R
レイボック
aiBoC H

ホール
all シリーズ（春）vol.1　沢田知可子ホームコンサート

Anniversary 35～Vintage（ヴィンテージ）～

さいたま市出身歌手、沢田知可子によるデ
ビュー35周年記念コンサートを開催します。
第1部は、沢田知可子デビュー35周年ヒスト
リーとして、名曲「会いたい」を含めたヒット
曲を時代とともにお届けします。第2部は、作
詞家松井五郎とコラボレーションした最新アル
バム「Vintage（ヴィンテージ）」から洋楽ナン
バーをお届けします。

５月７日土　開演 16：30
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all（市民会館おおみや）　小ホール

3048-641-6131（9:00〜19:00）

5,500円（全席指定）　未就学児不可

3月3日（木）10：00より発売開始 
※3月4日（金）9：00より窓口にて販売も可

文果組R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホ ー ル
all シリーズ（春）vol.2

小川佳津子マリンバ・ヴィヴラフォンコンサート

さいたま市在住のマリンバ奏者小川佳津子の
コンサート。ゲストにマリンバの村瀬秀美とピ
アノの五味こずえを迎え、初夏の清々しさに
合った軽やかな選曲で、午後のひと時をお届
けします。

５月８日日　開演 14：00
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all（市民会館おおみや）　小ホール

3048-641-6131（9:00〜19:00）

大人3,000円　大学生以下2,000円
（全席自由）　未就学児不可

3月3日（木）10：00より発売開始 
※3月4日（金）9：00より窓口にて販売も可

令和４年4月1日開館
令和４年4月1日開館

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

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）
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）

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。

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）

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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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。

空飛ぶクラシック～Ｋｉｄｓ ｍｅｅｔ Classic！～

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

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

発売中

OK！
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。

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

発売中

OK！

プレミアクラシックVol.14
情熱のタンゴ～ダンス＆コンサート～

６月５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

昨年ご好評いただきました、タンゴの生演奏とダンスのコラボレーション。今回は２組のダンサー競演
でさらに華やかな迫力あるステージをお贈りします！【出演】演奏：トリアングロ　ダンス：ダヴィッド＆ベレ
ン、クリスティアン&ナオ【演奏予定曲】ラ・クンパルシータ　パリのカナロ　碧空　ジェラシー　他

３月１２日（土）10：00より発売開始
※３月１３日（日）９：００より窓口にて販売も可

OK！

友の会料金　3,000円

ダヴィッド&ベレン クリスティアン&ナオ

イルカ ５０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ コンサート
～ほのぼの行こうね！～

６月25日土　開演 17：30
RaiBoC Ｈａｌｌ　大ホール（市民会館おおみや）
3048-641-6131（9:00〜19:00）

6,500円（全席指定）　未就学児不可

なごり雪等のヒット曲でお馴染みのフォークシンガー・イルカによる
コンサートを開催します。

3月18日（金）10：00より発売開始
※3月19日（土）9：00より窓口にて販売も可

令和４年4月1日開館

イルカ

さいたま市民の日 記念事業
城南海コンサートツアー
ウタアシビ２０２２ 春 さいたま市特別公演

テレビのカラオケバトルで一躍有名になった城南海のコンサートを開催します。奄美民謡「シマ唄」
をルーツに持ち、宮本亜門演出の『狸御殿』に白木蓮役で出演したミュージカルでは、カーテンコー
ルでアカペラを披露するなど、圧倒的な歌唱力で観客を魅了した歌声を是非ともお楽しみください。

５月29日日　開演 14：00
市民会館いわつき　ホール
3048-756-5151（9:00〜19:00）

5,000円（全席指定）　未就学児不可 友の会料金　4,000円
先行予約日　３月11日金10：00より発売開始

3月12日（土）より発売開始
※3月13日（日）9：00より窓口にて販売も可

OK！

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。 52022/3



ものまねエンターテイメント　コロッケコンサート
「勝手にやってすみません」４０th Anniversary

公演当日、笑いすぎによる、シワの増加、ストレス解消、寿命
延長、ダイエット効果等が出てしまっても責任は持てませーん！
でも、見終わった後は、幸せ一杯になっているでしょう

３月26日土
1部 開演13：30　2部 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）

6,000円（全席指定）　４歳以下膝上
無料。但し、席が必要な場合有料。

コロッケ

発売中

Ｒ
レ イ ボ ッ ク
ａｉＢｏＣ Ｈ

ホ ー ル
ａｌｌ オープニング記念コンサート

小山実稚恵ピアノリサイタル

R
レイボック
aiBoC H

ホール
all （市民会館おおみや）のオープニングを記念し、小山

実稚恵によるピアノリサイタルを開催します。【演奏予定曲】ピアノ・
ソナタ 第31番 変イ長調 作品110（ベートーヴェン）、ポロネーズ 
第6番 変イ長調 作品53「英雄」（ショパン）　など

４月９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）

S席4,000円　A席3,500円　B席
3,000円（全席指定）　未就学児不可

発売中

友の会料金　S席3,700円
A席3,200円　B席2,700円

OK！

小山実稚恵
ⓒND CHOW

令和４年4月1日開館

さいたま子どもスーパーカッション
第１０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。
今回はヌゥの絵本コンクール大賞作品「ヌゥの
いるところ」をテーマに演奏します。

友の会料金　1,000円

発売中

３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）

1,500円（全席自由）　３歳以下膝上
無料。但し、席が必要な場合有料。

OK！お茶のみ落語ホール編

お茶のみ落語のホール編を春風亭一之輔をゲ
ストに招き開催します。

３月13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

発売中

友の会料金　2,000円

OK！

三遊亭天どん三遊亭鬼丸 春風亭一之輔
©キッチンミノル

プラザイースト　ワンコインコンサート
～シルクロードの弦韻～

二胡とピアノによるコンサート。
【演奏予定曲目】
花・蘇州夜曲・糸メドレー
天山風情
阿里山の娘

発売中

５月22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（全席自由）　未就学児不可

椿繐(チュネ)

藤原新治

爆生！！お笑いin大宮

【出演者】ドランクドラゴン・流れ星☆・かが屋・
吉住　他　※都合により出演者が一部変更に
なる場合がございます。

４月23日土
開演 ①13：00 ②16：00
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）

前売券4,000円　当日券4,300円
（全席指定）　3歳以上有料・3歳未満不可

発売中 令和４年4月1日開館

どぶろっく

ナイツ ロッチ

市民会館おおみや閉館事業
ありがとうコンサート

現在の市民会館おおみやを長年ご愛顧いただ
きました感謝の気持ちを込めて、和楽器カル
テット「サイタマティック」による箏・尺八・三味
線のハーモニーをお届けします。

３月13日日　開演 14：00
市民会館おおみや　小ホール
3048-641-6131（9:00〜19:00）

500円（全席指定）　未就学児不可

発売中

サイタマティック

OK！ケロポンズ・ファミリーコンサート

「エビカニクス」でお馴染み、親子向けユニット・ケロ
ポンズによるファミリーコンサートを開催します。

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、席が必要な場合有料。

発売中

ケロポンズ

OK！
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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。

子ども達のアートを地域で鑑賞！
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各会場にて巡
回展示します。
※各施設営業時間に鑑賞可。
※２月１８日(金)・２７日(日)は１６：００まで

【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日日
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

観覧自由・無料

思い出のさいたま市民会館おおみや展
令和4年4月で移転となる市民会
館おおみやの懐かしの写真等を集
めたパネル展を開催します。

【問合せ】
さいたま市民会館おおみや
TEL：048－641－6131

２月７日月～３月13日日
9：00〜21：30
※最終日は16：30まで
市民会館おおみや１階ロビー

観覧自由・無料

浦和区内公民館
書道・篆刻グループ展

浦和区内の公民館で活動する書
道・篆刻グループの展示会を開催
します。

【問合せ】
浦和コミュニティセンター
TEL：０４８－８８７－６５６５

２月25日金～28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

地域連携こども作品展
コミュニティセンター近隣の小・中
学校の児童・生徒による作品展を
開催します。

【問合せ】
下落合コミュニティセンター
TEL：048－834－0570

開催中～２月27日日
9：00〜21：30
下落合コミュニティセンターロビー

観覧自由・無料

浦和コミセンまつり
集会室にて、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。

【問合せ】
浦和コミュニティセンター
TEL：０４８－８８７－６５６５

３月５日土・６日日
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

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
よる作品展示会を行います。
与野本町小学校・与野西中学校の
作品展示会も開催します。

【問合せ】
与野本町コミュニティセンター
TEL：048－853－7232

３月５日土・６日日
10：00〜16：00（最終日は15：00まで）
与野本町コミュニティセンター

観覧自由・入場無料

ＢＩＧ ＢＡＮＤ １０ｔｈ ＪＡＺＺ CONCERT
～Ｌｅｔ’s Ｅｎｊｏｙ Ｂｉｇ Ｂａｎｄ Ｊａｚｚ～

埼玉県ビッグバンド連盟加盟団体に
よる、入場無料のジャズコンサート
を開催します。

【出演】第1部 Sand Ｓｏｕｎｄ Ｂｉｇ Ｂａｎｄ
第2部 砂田知宏スペシャルバンド

【申込み方法】小ホール入口にて11：30
から入場整理券を配布します。

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

３月５日土　開演 13：00
さいたま市文化センター　小ホール

当日先着順・入場無料

第１７回　東大宮演劇祭
劇団「レインボウ城！」のオリジナ
ルによる脚本を上演します。

【申込み方法】当日直接会場へ
【問合せ】
東大宮コミュニティセンター
TEL：048－667－5604

２月26日土　13：00
２月27日日　10：30・13：00
東大宮コミュニティセンター　ホール

定員 各100人　観覧自由・無料

さいたま市民の日 記念事業 ロビーコンサートｖｏｌ.24
～気鋭奏者によるクラリネットとピアノのひととき～

プラザイーストエントランスにて気
軽に楽しめるコンサートを行います。

【演奏予定曲】R.シューマン／幻想
小曲集Op.73　他

【出演者】伊藤仁美（クラリネット）
　森合爽子（ピアノ）

【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

３月６日日　開演 12：00
プラザイースト　エントランスホール

定員 100人　観覧自由・無料

Ｓａｋｕｒａ Ｌｉｖｅ 2022
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６日日　開演 13：30
プラザウエスト　さくらホール

定員 201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。 72022/3



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19日（土）10
時より、氷川の杜文化館窓口にて、
鑑賞券配布。（先着順・全席指定）

【問合せ】氷川の杜文化館
TEL：048-648-1177

３月19日土 開演 14：00
氷川の杜文化館　伝承の間

定員 40人　申込み制・無料
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Stage report

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

　落語はライブで楽しむのが一番だって事をあらためて痛感した一日であった。
　1月16日、穏やかに晴れ渡った日曜日の午後、さいたま市のプラザイース
トにて新春寄席が開催された。当日はオミクロン株の猛威の中であったが、
8割方の入りで行われ、当イベントへの関心の高さを思い知る。
　観客はほぼ40代以上で、男性と女性の比率はほぼ一対一、この構成が物
語るとおり、大人の誰もが偏りなく楽しめる演芸だ。
　開演後、彦いちの弟子である、やま彦の「転失気」、声が張り、芸歴の浅さ
を感じさせない見事な落語であった。続いて、菊之丞の登場だ。ご本人は非
常に華奢な方であるが、高座にあがるとオーラがすごく何倍にも大きく見え
る。演目は古典落語の「夢金」時世を反映した話題から、本題に入る。そこか

らは、最後まで一気にその世界に引き込まれていく。途中で入れる身振りや手振りの所作により、臨場感は更に高まっていく。
落ちがつくと思わず「うまい」と一人唸る。落語はアートだと感じる瞬間だ。
　休憩を挟んで大神楽曲芸、日本の伝統芸であり、一つひとつの芸が縁起の良いもので構成されているという。それだけでもあ
りがたいのだが、これが全て神業。どよめきで充満した会場の雰囲気は、この曲芸だけでも入場料の価値があると言わんばかり
だ。そして、いよいよ彦いちの「長島の満月」だ。落語なのだから、面白いに決まってるでしょ、と言うなかれ。そこには最早伝
統芸能というくくりはなく、徹頭徹尾、ただただひたすら笑ってしまうだけなのである。
　林家彦いちは創作落語で知られる噺家であり、古今亭菊之丞は、正統な古典落語の伝道
師といった趣の噺家だ。噺家としての特徴、ルックスも剛の彦いち、柔の菊之丞といった
対極だ。脂ののった二人の対決を視覚、聴覚をフル活動しながら体感できた。そのうえに、
ライブでしか起こりえないアクシデントが発生、そしてそれさえも笑いになる、まさに「落
語はライブ」を体感した一日であった。
　素晴らしい芸を見せてくれた出演者の方々この催しを企画、運営された方、鑑賞にお誘
いいただいた方など、携わった全ての方に大感謝の一日であった。

SaCLa サポーターズ
赤堀元一

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「プラザイースト新
春寄席　サイン色紙」プレゼント係までご応募ください【締切：3月14日（月）必着】。当選者の発表
は、SaCLa7月号にて発表いたします。

【読者プレゼント】   『プラザイースト新春寄席』にご出演の林家彦いち、古今亭菊之丞、 
林家やま彦、柳貴家雪之介のサイン色紙を抽選で2名様にプレゼントします。
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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
桃の節句の茶会 日程 3月13日日 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・2/26㈯ 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

お茶のみ落語 日程 4月15日金 10:00～（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区お茶をのみながら気楽に楽しめる落語会を開催します

費用  500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 3/15㈫
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

登山のための地図読み入門講座 日程 4月23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 岩槻区登山における地形と地図の読み方の入門講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在勤・在学で登山用プレートコンパスをお持ちの方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 3/25㈮
問合せ・送付先  〒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

　暮らしと社会
第60回いわつき散歩道 日程 3月20日日 10:00～11:30（全1回）

会場 岩槻区内 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
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・2/19㈯ 10:00～
その他  岩槻駅東口交番前に9:30集合、岩槻人形博物館で見学後、解散。
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

　子ども・子育て・親子の時間
おはなし会 日程 3月17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  来館・当日先着順・10:45～2階、第1・2集会室で受付　　その他  マスク着用必須
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　子どもチアダンス講座 日程 3月21日月 10:00～12:00（全1回）
会場 七里コミュニティセンター 見沼区大宮東高校ソングリーディング部の学生による子どもチアダンス講座

費用  無料　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 3/11㈮ 
問合せ・送付先  〒337-0014 さいたま市見沼区大谷1210 七里コミュニティセンター　☎ 048-687-3688

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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　子ども・子育て・親子の時間
さいたま市民の日記念事業クワガタの成長観察日記教室 日程 4月17日日 ①9:30～10:15　②11:00～11:45

　　　4月24日日 ③9:30～10:15　④11:00～11:45（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取り方を勉強します

費用  500円　　対象  市内在住・在学の①③5歳～小学2年生②④小学3～6年生　　定員  各20人　　申込み  往復はがき・締切 3/31㈭　　その他  参加希望日時（①～④）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
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エ ッ セ イ

Essay

入学・進学の準備で大切にしたいこと
～子育て編～

　これから入学、そして進学を控えているお子さんのいるご家
庭ではどのような準備をしていますか。授業についていけるだ
ろうか、友達はできるだろうか、いじめられないだろうか…
等々の不安から、もっと先の学年で習う分まで勉強させておこ
う、いじめられないように武道を習わそう等と思う方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。
　最愛の我が子がすくすくと育って欲しいと願わない保護者は
いません。しかし、保護者がレールを敷き、そこに子供を乗せ
て走らせてしまったらどうなるでしょうか。人生100年時代を
生きていかなければならない子供たち。これから様々なトラブ
ルや大きな壁に必ず出会います。子供たちをレールに乗せてし
まえば目先の目標には早く到達するかもしれませんが、脱線するような事態となってしまった時に自力でレールに戻るこ
とができるでしょうか。
　今、学校現場での共通した課題は「主体的な学び・行動」です。コロナ禍を例に挙げるまでもなくこれからの世の中はど
うなるか全く見通しが立ちません。そんな中で子供たちが将来にわたって幸せをつかむ為には、人から強制されたり、人
に流されたりして行動するのではなく、何をするべきなのかを自分で判断して、実行する力が必要になってきます。そう
でないとうまくいかないことを人のせいにし、時には自暴自棄となり前に進めなくなってしまいます。主体的に動く力が
あれば問題が起こっても自分でその解決方法を考え、新たな目標を立てて実行することができるのです。
　主体的に学ぶための原動力は「知りたい」「やってみたい」という意欲です。私はこの「意欲」を高めることこそが入学や
進学の準備で一番大切なことだと思っています。先ずはお子さんと一緒に学校のこと、勉強や友達のことについて語り合っ
てみてはいかがでしょうか。新しい生活への期待を親子で膨らませるのです。その際、「壁にぶつかった時は誰かに頼っ
ていいんだよ。」ということも是非お話しください。

■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。

収穫の喜び、友達と一緒に



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

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、無料イベントを開催し
ていますイ ントベ

令和３年度市民活動サポートセンターオンラインフェスティバル
サポートセンターフェスティバルをオンラインで開催します。市民活動に役立つセミナーなどのライブ配信や、市民活動
団体の紹介・チラシ展示・動画配信を行います。
内容　①市民活動団体のご紹介　②講座・セミナーの配信　③サポフェス交流カフェの配信
　　　④サデコＭＯＮＯがたり　⑤協力校の市民活動ポスター展示　⑥コムナーレのご紹介
ＵＲＬ　https://saitama-sapofes.com/
開催日時 2月28日㈪～3月13日㈰　対象・定員 どなたでも
その他②の法律相談事例発表セミナー3月6日㈰開催予定、③は3月5日㈯13:30～ライブ配信

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3日㈭・10日㈭・17日㈭・24日㈭・31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 3月18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4日㈮~11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

令和４年度市民活動団体ロッカー・メールボックス申請更新（新規）
市民活動団体の活動に使用する資料や機材等を保管するためのロッカーや、団体あての郵便物等を受領するためのメール
ボックスをご利用いただけます。
対象・定員 当センターに登録している市民活動団体
費用 団体ロッカー（大）7,440円、団体ロッカー（小）3,720円、メールボックス1,200円
※年間利用料
申込期間  ①利用希望調査…2月1日㈫～2月25日㈮
　　　　②公開抽選会…3月3日㈭　※②は希望数が上回った場合及び希望する位置が

重複した場合
　　　　③利用申請期間…3月7日㈪~3月31日㈭
内容  現在有料のロッカー・メールボックスをご利用されている団体は、サポートセン
ター窓口手続きが必要です。設置数を上回る利用が見込まれるため予め申請いただいた
団体を対象に抽選を実施する予定です。
受付方法  窓口
募集個数  団体ロッカー(大)　70個、団体ロッカー(小) 140個、メールボックス　312個
※原則１団体につき、団体ロッカーは１個、メールボックスは５個まで利用可能
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（公財）さいたま市文化振興事業団　管理施設一覧
文
化
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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

3０４８‒６４４‒３３６０　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❼
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

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 ノースウイング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

3０４８‒８７５‒９９３３　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…14日・28日

案内図 4
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…14日・28日

案内図 5

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…7日・14日・28日

案内図 3

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
3月の休館日…9日・23日

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…7日・14日・22日・28日

案内図 1

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

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1110

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

※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(土)から令和4年3月31日(水)
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。

※RaiBoC Hallへ移転のため2月末日をもちましてチ
ケット販売窓口を終了いたします。新しい販売窓口
は4月1日（予定）より開設いたします。

12 2022/3



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

10

11

20
21

23

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）

1612
13
14

22

28

15

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氷川の杜文化館
大宮工房館

6

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
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統
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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…22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…7日・14日・22日・28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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★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

※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(土)から令和4年4月6日
(水)まで休館となります。
　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 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（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4年/2/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

3木 3.11を忘れない 埼玉集会 2022 さいたま市文化センター
小ホール 13:30 事前申込制・無料　

一般社団法人
埼玉県労働者福祉協議会
担当  新坂
048-833-8731

4金 ウエストで楽しめる名作オペラ
「カルメン」

プラザウエスト
さくらホール 18:00

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

5土 BIG BAND 10th JAZZ CONCERT
～Let's Enjoy Big Band Jazz ～

さいたま市文化センター
小ホール 13:00 入場無料 SaCLaインフォメーションセンター

048-866ー4600

6日

中村勘九郎　中村七之助　
春暁特別公演2022

市民会館おおみや
大ホール

①11:00
②15:00

S席　7,800円
A席　6,300円
B席　4,800円
C席　3,300円
SS席　9,500円

サンライズプロモーション東京
0570-00-3337
（平日12:00~15:00）

プラザイースト ロビーコンサートVol.24
～気鋭奏者による　クラリネットとピ
アノのひととき～

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

Sakura Live 2022 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

ミニコンサート プラザイースト
ホール 13:30 入場自由・無料 担当  多筥（タハコ）

090-6176-9233

13日

市民会館おおみや閉館事業　
ありがとうコンサート

市民会館おおみや
小ホール 14:00 500円（全席指定） 市民会館おおみや

048-641-6131

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

【特別公演】美園コミュニティセンター・
ポリス・コンサート

美園
コミュニティセンター
多目的ホール

12:15 申込み制・無料
埼玉県警察本部広報課
048-832-0110（代）
8:30～17:15
（土・日・祝日を除く）

19土 スプリングコンサート
～若き名手によるピアノのひと時～

岩槻駅東口
コミュニティセンター
ミニホール

14:00 700円 岩槻駅東口コミュニティセンター
048-758-6500

20日 さいたま子どもスーパーカッション
第10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

26土
ものまねエンターテイメント
コロッケコンサート「勝手にやってすみ
ません」40th　Anniversary

さいたま市文化センター
大ホール

1部13:30
2部17:30 6,000円（全席指定） さいたま市文化センター

048-866-3171

27日 ピアノファクトリー音楽教室
ピアノ発表会

プラザイースト
映像シアター 13:00 入場自由・無料 担当  小林泰浩

048-705-0440
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催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

２月６日
▼

３月13日
思い出のさいたま市民会館おおみや展 市民会館おおみや

１階ロビー
9:00▶21:00

3月13日は16:30まで 観覧自由・無料 市民会館おおみや
048-641-6131

２月22火
▼

３月10木
グループ連携事業
「地域の児童絵画作品展」

片柳
コミュニティセンター
１階ロビー

9:00▶16:00 入場自由・無料 片柳コミュニティセンター
048-686-8666

３月1火
▼

３月20日
グループ連携事業
「伝統と自然の写真展

片柳
コミュニティセンター
１階ロビー

9:00▶16:00 入場自由・無料 片柳コミュニティセンター
048-686-8666

３月４金
▼

３月６日
アトリエぱぴえYONO作品展vol.11 プラザウエスト

ギャラリー 10:00▶17:00 入場自由・無料
アトリエぱぴえYONO
担当  ほうりき　
048-822-6065

３月４金
▼

３月６日
合同書展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
6日は16:00まで 入場自由・無料

蓮根会
担当  遠藤
090-6178-3907

３月５土
▼

３月13日
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～

下落合
コミュニティセンター
ロビー

9:00▶17:00 入場自由・無料 下落合コミュニティセンター
048-834-0570

３月７月
▼

３月13日
フォトクラブ彩 第2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

9:00▶17:00
7日は12:00から
13日は15:00まで

入場自由・無料
フォトクラブ彩
担当  田中
048-813-6400
（市民活動サポートセンター）　

３月９水
▼

３月13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

9日は13:00から
13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

３月16水
▼

３月20日
絵を描くのは画用紙だけじゃないよ。
ダンボール工作大好き!!
思った形じゃなくてもいいよ。

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
20日は16:00まで 入場自由・無料

アートスタジオ・U　　
担当  西村　　　　　
090-4429-9179　　

３月19土
▼

３月27日
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～

宮原
コミュニティセンター
ロビー

9:00▶17:00 入場自由・無料 宮原コミュニティセンター
048-653-8558

３月28月
▼

４月３日
創作きもの人形展
「『花かがり』～いのちとかたちⅩ」

氷川の杜文化館
展示場

10:00▶16:00
28日は11:00から 入場自由・無料 担当  伊原

048-687-1606

※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

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）



参加無料

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
⬆

（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。
 ・活動前に研修会(業務説明会)があります。
 ・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)
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（火）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　など

活動期間 　2022年4月1日㈮～2023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

プレゼント当選発表 情報誌SaCLa12月号の「SaCLa Stage Report 錦織 健サイン色紙」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『RaiBoC Hallオープニング
記念コンサート　新日本フィルハーモニー交響楽
団』（４月３日(日)15時・会場：RaiBoC Hall）、新
日本フィルハーモニー交響楽団オリジナル トー
トバッグとチケットホルダーのセットを抽選で３
名様にプレゼントします。

読者プレゼント
応
募
方
法

情報誌SaCLa12月号の「SaCLa Stage Report 錦織 健サイン色紙」プレゼントの当選者は、戸井田情報誌SaCLa12月号の「SaCLa Stage Report 錦織 健サイン色紙」プレゼントの当選者は、戸井田

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「新日本フィルオリジナルグッズ」プレゼント係まで
ご応募ください【締切:3月15日（火）必着】。当選者の発
表は、SaCLa6月号にて発表いたします。
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友だちになろう！


