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今月のArtist Interview は9月3日（土）にプラザウエスト さくらホールで開催される『ウエストで楽しめる名作オペラ　
フィガロの結婚』の演出・音楽指導をされる高柳さくらさんと脚本・出演の高柳圭さんです。

『ウエストで楽しめる名作オペラ』はワークショップ（全10回）に参加したさいたま市の子どもたちが歌唱・演技・ダンスな
どのレッスンを受け、最終回にプロのオペラ歌手と舞台で共演するプログラムです。昨年度、開催10周年を迎え、11年
目となる今年、監修や指導、出演者として携わるお二人に、子どもたちとつくる公演の楽しさ『ウエストで楽しめる名作
オペラ』らしい演出などについてお話いただきました。

Artist
Interview

テノール歌手

高柳　圭
K E I  T A K A Y A N A G I

音楽指導・演出家

高柳さくら
S A K U R A  T A K A Y A N A G I

高柳さくら（子どもミュージカル プロデューサー）
子どもミュージカルメロディー・ハウス主宰。1992年、子どもの表現による音楽劇団[子どもミュー
ジカルメロディー・ハウス]を設立。子どもの「声」と「からだ」の表現の可能性を追究し、音楽家、演劇
人、舞踏家、美術家等の講師陣と共に、子どもの芸術的な創作体験の場作りに取り組んでいる。行政
との協働事業[子どもの表現ワークショップ]、自主企画の定期公演などにて、多数のオリジナル舞台
作品を創作発表している。
http://melody-house.sakura.ne.jp/

高柳圭（テノール）
国立音楽大学声楽学科卒業、同大学院修了。第77回読売新人演奏会出演。二期会オペラ研修所第54
期マスタークラス修了、優秀賞受賞。小澤征爾音楽塾「蝶々夫人」ピンカートン役カヴァーキャスト、

「フィガロの結婚」バジリオ役メインキャストで出演。千住明作曲新作オペラ「滝の白糸」村越欣弥役を
創唱。錦織健プロデュースオペラ「後宮からの逃走」ペドリッロ役で出演。その他、「ドン・ジョヴァン
ニ」ドン・オッターヴィオ、「コジ・ファン・トゥッテ」フェランド、「愛の妙薬」ネモリーノ、「椿姫」アル
フレード、など多数のオペラに出演。 イタリア・ピエモンテ州ピネローロ市立劇場にてモーツァルト

「レクイエム」のソリストを務める。その他ベートーヴェン「第９」「ミサソレムニス」、ハイドン「天地
創造」などのソリストを務める。二期会会員。
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16ページに『ウエストで楽しめる名作オペラ「フィガロの結婚」』（９月3日（土）プラザウエストさくらホールにて開催）へ
出演できるワークショップの参加要項とプレゼントのお知らせがあります！（公演チケットの発売日は次号にてお知らせします。）

　11年目の『ウエストで楽しめる名作オペラ』は「フィガロの結婚」を上演します。一昨年度か
らの新型コロナウイルスの影響で2年続けて子どもたちとの共演が叶いませんでしたが、今回
は感染対策をしっかりと講じてワークショップを開催し、子どもたちとの共演あってこその『ウ
エストで楽しめる名作オペラ』らしい舞台公演を果たしたいです。2年前はこの未知のウイル
スにどう向き合えば良いか恐れるばかりでした。しかし、昨年は子どもたちにはオンラインで
オペラ講座を開催し、おとなだけの舞台『カルメン』上演に繋げました。オペラ歌手は普通、決
められた脚本で制作側から用意された楽譜・台本を持って劇場に向かいますが、ここで私は自
ら構成・脚本・日本語作詞・演出に携わり、普段オペラにはあまり馴染みの無い人にも分かり易
い、『ウエストで楽しめる名作オペラ』らしい舞台作りに力を注ぎました。これが私なりのコロ
ナ禍との向き合い方で、大変なことでしたが、オペラ歌手の枠を越え、できることが広がった

と感じています。通常、オペラは3時間から4時間の長い上演時間のものもあって、それがとっつきにくい一因になっているか
も知れませんが、『ウエストで楽しめる名作オペラ』は原作の内容を網羅したうえで、2時間で完結するようになっています。今
回の「フィガロの結婚」も、分かり易い日本語のセリフと歌詞、そして子どもたちとソリストたちの楽しいコラボレーション、演
じる側にも観る側にも存分に楽しめる仕掛けがいっぱいです。これがきっかけでオペラに興味を持っていただいて、例えば、映
画館に行くようにオペラ公演に足を運んで欲しいのです。また、ワークショップに参加する子どもたちも、オペラ経験者として、
周りの人にオペラの魅力を話してもらえたら嬉しいです。今年もまた子どもたちとの共演を楽しみにしています。皆さま、さい
たま市の子どもたちとつくる『ウエストで楽しめる名作オペラ 「フィガロの結婚」』をぜひご覧ください。

　『ウエストで楽しめる名作オペラ』が11年目を迎える、嬉しいことです。この事業の開始当
初はこんなに長く続くとは思ってもいませんでした。夏休みを含む２ヵ月間、子どもたちはワー
クショップを経て、最終回にオペラ歌手たちと舞台で共演するという、とても貴重な体験をし
ます。ここに参加してくる子どもたちには、この機会を一生モノとして贈りたい、生涯、生活
のどこかでオペラの舞台に立ったことを感じ続けていてくれたら良いなと思いながら、表現の
指導や舞台の監修をしています。10年間を振り返ると、小学３年から毎年続けて参加した子
が合唱の名門高校へ進学したり、このオペラでドイツ語に興味を持った子が大学受験に「オペ
ラ」の論文を書いてドイツ留学まで果たしたり、また、親子でオペラファンとなり家族総出で
びわ湖ホールまでオペラ鑑賞に繰り出していったりと、当初は想像もしなかった子どもたちの
未来の広がりや展開にあらためて感激します。そしてまた、この子どもたちの成長はもとより、
共演してきたソリストたちが20代から30代となり、油が乗って実力を付け、オペラ界第一線でどんどん活躍していく姿を見ら
れるのも嬉しいことです。子どもたちとコラボレーションしながらそのエネルギーに圧倒されないように真剣勝負を挑む彼らも、
地域の力に育まれて共に成長してきたのだと感じます。指導や監修のプロとして私も、今年もまたオペラのプロである彼らと真
剣勝負で頑張りたいと思います。とりわけオペラの原作には登場しない子どもたちの演出については、時には無謀と思われる要
求もしながら、双方で、やりたいこと、できることを念入りに擦り合わせて、『ウエストで楽しめる名作オペラ』らしい公演を目
指します。そして、７月からワークショップに参加してくれる子どもたちとの新しい出会いを楽しみにしています。子どもたち
が加わることにより、作品が現代感を帯びて、瑞々しい「フィガロの結婚」をお届けすることができると思います。9月3日（土）、
プラザウエスト さくらホールへぜひお越しください。

テノール歌手  高柳　圭

音楽指導・演出家  高柳さくら

子どもたちとの共演は『ウエストで楽しめる名作オペラ』ならでは

地域の力が11年目の『ウエストで楽しめる名作オペラ』を育ててくれた
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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。

秋川雅史 千の風になってコンサート
～聴いてよく分かるクラシック３～

７月９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）

4,000円（全席指定）　未就学児不可

意外と知らなかった音楽の話！
聴いて学んで得するコンサートの第３弾。

4月16日（土）10：00より発売開始
※4月17日（日）10：00より窓口にて発売も可

OK！

友の会料金　3,500円
先行予約日　4月13日水・14日木・15日金各日10：00より発売

プラザイースト　レコメンドコンサート
第１部～ふるさとの唄～　第２部～癒しと麗しの旅へ～

７月２日土　開演 14：00
プラザイースト　ホール
3048-875-9933（9:00〜21:00）

1,500円（全席指定）　未就学児不可

４月１６日（土）１０：００より発売開始
※４月１７日（日）９：００より窓口にて販売も可

プラザイースト一押しのアーティストによるコンサートを開催します。
この機会に是非お楽しみください。
第１部～ふるさとの唄～
【出演】AJIGUL（アジグル）・辻本好美（尺八）・砂川彩乃（ピアノ）
【演奏予定曲目】コキリコ節　秩父音頭　ねんねねんねと　刹那　他

第２部～癒しと麗しの旅へ～
【出演】Tsukasa（ヴァイオリン）・飯田俊明（ピアノ）
【演奏予定曲目】ロンドンデリーの歌　チャルダッ
シュ　時代　Endless Journey　他

AJIGUL Tsukasa 飯田俊明

OK！

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）

ＲａｉＢｏＣ Ｈａｌｌ（さいたま市民会館おおみや）
3０４８-６４１-６１３１（9:00〜19:00）
4月₁日（金）より窓口再開
さいたま市民会館いわつき
3０４８-７５６-５１５１（9:00〜19:00）

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）

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

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。

https://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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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
な音楽をお届けします。

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

発売中

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。

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

どぶろっく

ナイツ ロッチ

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。
【予定曲目】会いたい、幸せになろう、Smile、
Over the rainbow 　ほか

発売中

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

Hiromi Go ５０th Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Celebration Tour ２０２２
～Keep Singing ～

郷ひろみによるコンサートを開催します。
発売中

５月８日日　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）

10,000円（全席指定）　未就学児不可

Ⓒ西村彩子

SaCLaアーツコンサート・夏
VOXRAYアカペラコンサート

８月７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700円　小学生以下500円（全席指定）　3歳以下膝上鑑賞無料

ヴォーカル・グループVOXRAYによる夏休みアカペラコンサートを
開催します。プロ野球やJリーグで国歌斉唱やショー出演などで活
躍するVOXRAYが子どもたちの夏休みを盛り上げます！！

5月21日（土）10：00より発売開始
※5月22日（日）9：00より窓口にて発売も可

OK！

しまじろうコンサート

６月４日土・５日日　開演 ①11：00 ②14：00 ③17：00
さいたま市文化センター　大ホール
3048-866-3171（9:00〜19:00）

会館特別価格3,480円（全席指定）3歳以上有料。3歳未満は保護者
1名につきお子さま1名まで膝上鑑賞無料（席が必要な場合は有料）

4月19日（火）10：00より発売開始

幼児に人気のあるキャラクター・しまじろうによるファミリーコン
サートを開催します。

©Benesse Corporation ／しまじろう

チケットは下記プレイガイドのみの
お取り扱いとなります。
SaCLaインフォメーションセンター
048–866–4600
さいたま市文化センター
048–866–3171

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。 52022/5



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。

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

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。

６月25日土　開演 17：30
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）

6,500円（全席指定）　未就学児不可

発売中

イルカ

恐竜パーク2022
～Erth's Dinosaur Zoo ～

かわいい赤ちゃん恐竜から大きな肉食恐竜まで
登場！家族全員で、楽しく学べるリアル恐竜ショー！

７月17日日
開演 ①13：00②16：00
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）

3,300円（全席指定）　3歳以上有
料、2歳以下膝上観賞無料。但し、
座席が必要な場合は有料。

発売中

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～

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

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

発売中

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

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。

城南海

発売中

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

OK！

R
レ イ ボ ッ ク
aiBoC H

ホ ー ル
all開館記念事業

さいたま市文化団体展示会
RaiBoC Hallのオープンにあたり、
市内文化団体の協力による展示会
を開催します。

【申込み方法】当日、直接会場へ
【問合せ】
RaiBoC Hall（市民会館おおみや）
TEL：０４８－６４１－６１３１

４月６日水～30日土
（24日（日）・25日（月）は入場不可）
10：00〜17：00（17日（日）・30日（土）
は16：00終了、18日(月)は13：00から）
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all（市民会館おおみや）　展示室

観覧自由・無料

ゴールデンウィーク恒例！
市民コメディ

劇団「レインボウ城！」のオリジナ
ルによる脚本をコメディタッチの演
出で開催します。

【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

５月４日水～５日木
開演 13：00（予定）
東大宮コミュニティセンター　ホール

定員 100人　当日先着順・無料

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

発売中

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 友の会料金　700円

OK！

柳家小志ん三遊亭楽生 神田あおい

さいたま市民の日 記念事業
ＲａｉＢｏＣ Ｈａｌｌ 杮落し歌舞伎公演

一．口上　中村鴈治郎、片岡愛之助　二．藤娘　中村壱太郎
三．連獅子　中村鴈治郎、片岡愛之助

【出演】中村鴈治郎・片岡愛之助・中村壱太郎

発売中
５月10日火
開演 ①14：30　②18：00
R
レイボック
aiBoC H

ホール
all（市民会館おおみや）　大ホール

SaCLaインフォメーションセンター
3048–866–4600（9:00〜17:00）

※1 Ｓ席6,800円Ａ席5,800円Ｂ席4,800円
※2 Ｓ席9,000円Ａ席8,000円Ｂ席7,000円
（全席指定）
※1さいたま市在住・在学・在勤の方対象。お買い求めの際
は、住所等の分かる身分証明書等をご提示ください。
上記以外（市外の方）及びインターネット販売の料金は※2

OK！

友の会料金　　Ｓ席6,800円
Ａ席5,800円　Ｂ席4,800円

中村壱太郎中村鴈治郎 片岡愛之助
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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。

第26回
大宮薪能鑑賞講座

武蔵一宮氷川神社境内で行われる
「大宮薪能」を楽しむための事前
学習講座を開催します。

【申込み方法】当日、直接会場へ
【問合せ】
大宮シニアライオンズクラブ
TEL：０４８－６６２－８４６４

５月14日土　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

当日先着順・無料

みやはら演劇フェス
映画『ちょうふく山のやまんば』上映
会と表現ワークショップを開催します。

【講師】NPO法人劇団サードクォー
ター

【申込み方法】５月９日(月)１０：００～
来館にて

【問合せ】
宮原コミュニティセンター
TEL：０４８－６５３－８５５８

５月21日土
①10：00～11：15②10：00～12：30
宮原コミュニティセンター　多目的ホール

定員 ①映写会のみ80人②映写会と
ワークショップ　20人
対象①不問②小学生　申込み制・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。 72022/5

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

Essay
～ マナー編 ～

人間関係を潤す「ちょっとしたひと言」⑨心を砕いて思いを伝える「言い換え」
新聞広告によると、言葉の言い換えのマニュアル本が売れているとのこと。早速、購入前にネットで読者プレビュー

をチェックすると、一つの書き込みに目が留まりました。ちょっとした物を差しあげるときに「気持ちです、は目上
の人には使えないのでは？」という指摘です。ひと昔前に一般的だった「つまらない物ですが」は「つまらない物なら要
らない」と相手から敬遠されそうで、徐々に使われなくなってきました。代わりに、その本では「気持ち」を挙げてい
たのだと思われます。

例えば、先輩が後輩に対してお礼の気持ちを示すためのプレゼントに「ほんの気持ち」という言葉を添えると素敵で
すが、逆の場合は少し馴れ馴れしい印象を与えるかもしれません。後輩の立場なら「心ばかり」を使うとよいでしょう。

「気持ち」には文字どおり感情をストレートに伝えるニュアンスがあり、ビジネスシーン、特に目上の人に対して感情
を丸出しにするのはあまりスマートとは言えません。ある種のウエット感を伴う「気持ち」と異なり、「心ばかり」には
少し引いたスタンスで謙虚に心情を伝える雰囲気が漂います。公私を問わず、目上の人全般に対して使える言葉です。

また、差しあげる物によっても表現は変わります。私は仕事関係者にお茶菓子の差し入れをするとき、「ほんのお
口汚しですが、皆さまでどうぞ」をよく使います。対象物が食べ物に限定される言い方で、「少量でお恥ずかしい」「わ
ずかなのでご遠慮なく」という意味です。たとえ大きな菓子折りでも、皆で分けると満腹になるわけではない「おやつ」
程度なので、問題なく使えます。

高価でなくても珍しい物なら「行列ができる店のお菓子を入手したので、よろしければお味見してください」と言え
ば、相手は興味津々となるでしょう。親しい相手にお勧めの品を渡すときは「私の『推し』なので、ぜひお試しください。
お口に合うとよろしいのですが」などと、敢えて流行語を交えて軽いノリで話すと受け取る側も気楽です。

頭に浮かんだ言葉を無防備に口に出すのではなく、いったん砕いて相手に受け入れてもらえそうな形にならしてか
ら差し出す、その作業が「心を砕く」ことにつながります。相手との関係性や状況を考慮して自身の心情を的確に伝え
る言葉を使いこなせると、誤解される心配もありません。難なく即座に最適な言葉を発することができるようになる
まで、億劫がらずに習慣化すれば無益な諍いも減って万々歳。

2010年1月に会社設立以降、人材育成コンサルタントとして２万人の社会人対象に「ビジネス文書・メール
の書き方」「コミュニケーションスキル」「ビジネスマナー」等の研修や講演を行い現在に至る。ファイナン
シャルプランナー（１級ＦＰ技能士）、表千家教授、草月流師範、カラーコーディネーター。著書『「大人こと
ば」で穏やかに話す』
http://shu-ha-ri.co.jp/

■執筆者プロフィール
株式会社シュハリ 代表取締役　山崎 朋子（やまさき ともこ）



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
大宮工房館・高鼻コミュニティセンターコラボ講座 日程 5月14日土・21日土・6月4日土・※11日土　10:00～12:00（全4回）

　　　 ※会場は高鼻コミュニティセンター
会場 大宮工房館 大宮区カップを作陶し、高鼻コミセンでコーヒーの淹れ方を学ぶ講座です

費用  3,200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 5/5㈭
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

さいたま市民の日 記念事業 カメラ片手に与野散歩講座 日程 5月16日月・23日月・30日月　10:00～12:00（全3回）
会場 与野本町コミュニティセンター 中央区地元の魅力を再発見する

費用  500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 4/25㈪　　その他  ※講座終了後、作品展を開催します
問合せ・送付先  〒338-0003 さいたま市中央区本町東3-5-43 与野本町コミュニティセンター　☎︎048-853-7232

活動サークルボランティア講座 日程 5月25日水・6月8日水　10:00～12:00（全2回）
会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区水彩画クラブによる水彩画体験講座。絵に興味のある方は是非

費用  150円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  10人　　申込み  さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 5/18㈬
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

さいたま市民の日 記念事業 ５日間陶芸＆そば打ち講座 日程 5月27日金・28日土・29日日・6月12日日・26日日　10:00～12:00（全5回）
会場 プラザイースト 緑　区初心者向けの陶芸基礎工法を学び、そば打ちを体験する講座です

費用  5,000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 5/6㈮
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

青葉の茶会 日程 6月5日日　10:00～13:00（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  500円　　対象  小学生以上の方　　定員  42人　　申込み   来館・締切 5/21㈯ 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

陶芸講座Ⅰ 日程 6月7日火・14日火・28日火　10:00～12:00（全3回）
会場 大宮工房館 大宮区作陶→削り→釉がけをする陶芸講座です

費用  1,600円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  16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 5/22㈰
問合せ・受付  〒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

電動ろくろ体験講座 日程 ①6月10日金・24日金 ②6月11日土・25日土　10:00～12:00（各全2回）
会場 岩槻駅東口コミュニティセンター 岩槻区電動ろくろで陶芸作品を制作する体験講座を開催します

費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  各6人　　申込み  往復はがき・締切 5/20㈮　　その他  参加希望日（①・②）を明記
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
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　暮らしと社会
料理講座～大宮の名店に習う～ 日程 6月13日月 10:00～12:00（全1回）

会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区参道バル神家食堂のシェフに大宮ナポリタンを麺打ちから習います
費用  2,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  12人　　申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 5/30㈪
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

はじめてでも簡単マスター パンづくり講座 日程 6月26日日 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区家庭でできる簡単なパンを作る講座を開催します

費用  2,500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 5/13㈮
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 6月10日金・24日金・7月8日金・22日金 13:00～15:00（全4回）
会場 大宮工房館 大宮区水彩画の基本を学ぶ講座です

費用  3,200円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  18人　　申込み  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 5/22㈰
問合せ・受付  〒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

初めての絵手紙講座 日程 6月14日火・21日火・28日火 14:00～16:00（全3回）
会場 上峰コミュニティホール 中央区絵手紙の基本を学ぶ講座を開催します

費用  500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  10人　　申込み  往復はがき・締切 5/24㈫　　その他  持ち物：筆記用具
問合せ・送付先 〒338-0014 さいたま市中央区上峰2-3-5 上峰コミュニティホール　☎︎ 048-852-0121

お茶のみ落語 日程 6月17日金 10:00～（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区畳のお部屋で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・在勤の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 5/13㈮ 
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

ハワイアンリボンレイ講座 日程 6月18日土 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区生花を使わずリボンやビーズ・造花等を使用して作るハワイアンクラフト講座を開催します

費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  20人　　申込み  往復はがき・締切 5/13㈮ 
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

苔のテラリウムレッスン 日程 6月25日土 10:00～12:00（全1回）
会場 プラザウエスト 桜　区苔を使ったテラリウムの作り方を学ぶ講座を開催します

費用  3,000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 5/13㈮ 
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

写経体験会 日程 6月26日日 14:00～16:00（全1回）
会場 光秀寺 岩槻区写経と納経を体験する講座を開催します

費用  800円　　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  往復はがき・締切 5/31㈫　　その他  ※会場に現地集合解散
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

　スポーツ・健康づくり
yoga×小顔×栄養講座 日程 5月20日～7月8日（毎週金曜日） 19:00～20:30（全8回）

会場 下落合コミュニティセンター 中央区身体・顔のヨガ×栄養学を学び、体の内外から健康を目指します
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 4/22㈮　
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

初心者だれでも卓球教室 日程 6月8日水・15日水・22日水・29日水 19:10～20:50（全4回）
会場 美園コミュニティセンター 緑　区体を動かすきっかけづくりの卓球教室を開催します

費用  200円　　対象  市内在住・在勤・在学の小学生以上の方　※小学4年生以下は保護者同伴　　定員  30人　　申込み  来館・4/23㈯ 10:00～　　その他  4/24㈰から電話申し込み可能
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

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://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
母の日のプレゼント講座 日程 5月7日土 10:00～12:00（全1回）

会場 馬宮コミュニティセンター 西　区母の日のプレゼントを心を込めて作る講座です
費用  800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 4/17㈰　　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

さいたま市民の日 記念事業 子ども将棋教室 日程 5月7日～7月16日（5月28日を除く、毎週土曜日）
　　　14:00～16:00、7月16日は13:30～16:30（全10回）
会場 プラザイースト 緑　区初心者・初級者を対象に、将棋の基礎と面白さが解る講座です

費用  5,000円　　対象  市内在住・在学の小学生　　定員  80人　　申込み  往復はがき・締切 4/22㈮
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

キッズチャレンジ‼ビーズキーホルダー＆ストラップ作り 日程 5月8日日 10:00～12:00（全1回）
会場 大宮工房館 大宮区カラフルビーズでキーホルダー＆ストラップを作る講座です

費用  1,200円　　対象  市内在住・在学の小学4年生～中学生　　定員  10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 4/20㈬
問合せ・受付  〒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

キッズチャレンジ‼ペア陶芸体験 日程 5月15日日・29日日 10:00～12:00（全2回）
会場 大宮工房館 大宮区土に触れ、陶芸楽しさ・面白さを体験できる講座です

費用  1組2,200円　　対象  市内在住・在学の中学生以上と4歳以上の方　　定員  8組16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 4/22㈮
問合せ・受付  〒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

おはなし会 日程 5月19日㊍ 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  電話・5/12㈭9:00～ ※月曜日〈祝・休日の場合、翌々日の水曜日〉を除く、平日（9:00～20:00）、土・日・祝・休日（9:00～18:00）　　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 美園図書館　☎︎ 048-764-9610

　スポーツ・健康づくり
活動サークルボランティア講座 日程 5月28日土 10:00～11:30（全1回）

会場 高鼻コミュニティセンター 大宮区ストレッチ・簡単な健康体操・初心者歓迎・女性限定
費用  無料　　対象  市内在住・在勤の女性　　定員  5人　　申込み さいたま市生涯学習システムWEB申込（https://gakushu.city.saitama.jp/）・締切 5/20㈮
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

趣味の講座～ストレッチ～ 日程 6月3日金・17日金・7月1日金・15日金 19:00～20:30（全4回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区仕事や日々の疲れを癒すストレッチ講座を開催します

費用  1回500円　　対象  高校生以上　　定員  10人　　申込み  来館又は電話・締切 各開催日前日　　その他  １回のみから参加可能
問合せ・受付  〒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

「体・心・脳」活性化！けん玉チャレンジ講座 日程 6月6日～8月22日（7月18日・8月1日を除く、毎週月曜日）
　　　10:00～12:00（全10回）
会場 馬宮コミュニティセンター 西　区体・心・脳を活性化させ認知機能の低下を予防する講座を開催します

費用  2,500円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  30人　　申込み  往復はがき・締切 5/18㈬　　その他  認定書の発行有り
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

心と身体を整える！自彊術講座 日程 6月14日火・21日火・28日火・7月5日火・12日火 9:30～11:30（全5回）
会場 下落合コミュニティセンター 中央区自彊術を学ぶことにより、心身の調節を図る講座です

費用  1,500円　　対象  市内在住・在勤・在学の方　　定員  15人　　申込み  往復はがき・締切 5/20㈮
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
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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。

親子ひろばin日進公園コミセン（夏） 日程 6月6日月 10:30～11:30（全1回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区親子体操やリズム遊びなどを楽しみます

費用  無料　　対象  市内在住の1歳以上の未就学児とその保護者 ※0歳児の同伴可　　定員  15組　　申込み  来館または電話・5/10㈫ 10:00～ 
問合せ・受付  〒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　☎︎ 048-664-4078

親子講座～がま口ポーチ～ 日程 6月25日土 9:00～12:00（全1回）
会場 片柳コミュニティセンター 見沼区親子で一緒にがま口の入れ物をつくる講座です

費用  2,500円　　対象  小学４年生以上中学生までの子どもとその保護者　　定員  6組12人
申込み  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 5/31㈫
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

　技能・資格・教養
IT講座①～パワポで暑中見舞い動画を作ろう～ 日程 6月2日㊍・9日㊍ 13:00～16:00（全2回）

会場 プラザウエスト 桜　区IT講座を通じて受講者の生きがいづくり、社会参加、仲間づくりができ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  20人　　申込み  往復はがき・締切 5/13㈮
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

日商簿記３級対策講座 日程 6月15日～11月2日（8月31日を除く、毎週水曜日） 19:00～21:00（全20回）
会場 日進公園コミュニティセンター 北　区11月の検定試験の合格を目指しましょう

費用  6,000円　　対象  市内在住・在勤の方　　定員  20人　　申込み  来館または電話・4/21㈭ 10:00～
問合せ・送付先  〒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　☎︎ 048-664-4078

普通救命講習Ⅰ 日程 6月19日日 14:00～16:00（全1回）
会場 ふれあいプラザいわつき 岩槻区さいたま市消防局との共催で心肺蘇生法等を学びます

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 5月19日㈭9時～さいたま市消防局救急課へ電話（☎︎833-7921）及びさいたま市電子申請サービスにて受付(先着順）定員になり次第締切り
問合せ・受付  〒339-0005 さいたま市岩槻区東岩槻6-6 ふれあいプラザいわつき　☎︎ 048-756-6000

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://www.saitama-culture.jp/）又は各主催者・施設等へ。
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チ ャ レ ン ジ

Challenge

東大宮演劇祭ワークショップ
ワークショップに参加することで、演劇を観る側から演じる側へと導き、演劇への関心を高めます

募 集
参 加 者

 9月17日㈯・18日㈰
 東大宮コミュニティセンター　1階ホール
 第１目6月4日㈯　9:00~12:00　1階ホールほか
 （以降の日程は参加者と決めて行きます。）

対象・定員  市内在住･在勤･在学の18歳~70歳の方・10人
参加費  無料

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 　〒337‐0051　さいたま市見沼区東大宮4-31-1
 「東大宮演劇祭ワークショップ　参加者募集」係まで

締切日 　5月15日㈰必着
お問合せ 　東大宮コミュニティセンター　048-667-5604

開催日時・
会場

練習日時・
会場
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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
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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
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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

3０４８‒８５８‒９０８０　6０４８‒８５８‒９０２０
プラザウエスト

〒338‒0835　さいたま市桜区道場4‒3‒1
5月の休館日…9日・23日

案内図 5

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
5月の休館日…9日・23日

案内図 4
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
5月の休館日…2日・9日・16日・23日・30日

案内図 3
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〒330-0846　さいたま市大宮区大門町2-118
大宮門街４～８F

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
5月の休館日…2日・9日・16日・23日・30日

案内図 1

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10

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

12 2022/5



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

11

10

20
21

23

ＲａｉＢｏＣ　Ｈａｌｌ
（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）
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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

伝
統
文
化
施
設

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
5月の休館日…16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
5月の休館日…2日・9日・16日・23日・30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

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
（
市
民
活
動
支
援
施
設
を
含
む
）

★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

※施設の中規模修繕のため休館していましたが、4月
７日（木）より施設利用を再開します。
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ホール

イベントカレンダー 5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://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/4/1現在

公　演　名 会　場 開演時間 入場方法 問い合わせ

1日 第20回浦和タロ人会
三遊亭鬼丸独演会

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

3火 耀風会　ピアノコンサート2022 プラザイースト
ホール 13:00 入場無料 担当  中島麻己

048-764-8945

4水

武まゆみ音楽教室発表会 プラザイースト
ホール 13:30 入場無料 担当  武まゆみ

048-883-2719

ゴールデンウィーク恒例！
市民コメディ

東大宮
コミュニティセンター
ホール

13:00 入場自由・無料
東大宮演劇祭実行委員会
担当  斉藤
080-3005-4078

5木

武まゆみ音楽教室発表会 プラザイースト
ホール 13:30 入場無料 担当  武まゆみ

048-883-2719

ゴールデンウィーク恒例！
市民コメディ

東大宮
コミュニティセンター
ホール

13:00 入場自由・無料
東大宮演劇祭実行委員会
担当  斉藤
080-3005-4078

7土
文果組RaiBoC Hall 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）～

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
小ホール

16:30 5,500円
（全席指定）

一般社団法人文果組
048ー767-6200

8日

Hiromi Go 50th Anniversary　
Celebration Tour 2022
～Keep Singing ～

さいたま市文化センター
大ホール 18:00 10,000円

（全席指定）
さいたま市文化センター
048-866-3171

文果組RaiBoC Hall 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

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
小ホール

14:00
大人3,000円
大学生以下2,000円
（全席自由）

一般社団法人文果組
048ー767-6200

14土

０歳からのクラシックコンサート
１時間の小さな演奏会
楽しい弦楽器の世界

さいたま市文化センター
多目的ホール

①11:00
②14:00

大人1,500円　
子ども（3～12歳）500円
（全席自由）

One hour Concert 事務局
0120-5489-16

第26回大宮薪能鑑賞講座
RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
小ホール

14:00 当日先着順・無料 大宮シニアライオンズクラブ
048-662-8464

18水 綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ2022

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

14:00 5,000円
（全席指定）

カンフェティ
0120-240-540

22日
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～

プラザイースト
ホール 14:00 500円

（全席自由）
プラザイースト
048-875-9933

29日 フォレスタ コンサート in 大宮
～おかげさまで20年～

RaiBoC Hall
（市民会館おおみや）
大ホール

13:30
S席　6,000円
A席　5,500円
（全席指定）

カンフェティ
0120-240-540
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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 5月20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  5月6日㈮～13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 5月12日㈭・19日㈭・26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）

多目的展示コーナー利用調整会
多目的展示コーナーは日頃の活動の成果を展示したり、小さなイベントを催したりできるコーナーです。団体同士での話
し合いによる利用調整会を開催します。
開催日時 毎月1日（1月の場合は4日）の18:00から、3ヶ月後の月の利用調整会を
行っています
対象・定員 当センターに登録している市民活動団体
申込方法  参加をご希望の団体は、市民活動団体登録カードをお持ちいただき、
当センター中央ラウンジにお越しください
その他 事前に市民活動団体の登録が必要となります。利用期間は、最長７日間（１
団体につき１ヶ月あたり１回）となります。貸出機材等については、さポットホー
ムページをご覧ください。

152022/5

催　物　名 会　場 開催時間 入場方法 問い合わせ

４月29金
▼

５月５木
こどものアトリエ「ひつじぐも」作品展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

9:00▶18:00
4月29日は12:00から
5日は16:00まで

入場自由・無料
こどものアトリエ「ひつじぐも」
担当  戸口
080-6600-3323

５月２月
▼

５月８日
佐田苔鮮書展 氷川の杜文化館

展示場
10:00▶17:00
2日は13:00から
8日は16:00まで

入場自由・無料
苔鮮書道会
担当 佐田
090-5525-9308

５月12木
▼

５月15日
ろんど・で・あるぎいろ陶芸教室 プラザウエスト

ギャラリー 10:00▶17:00 入場自由・無料
ろんど・で・あるぎいろ陶芸教室
担当  三隅鉄雄
048-858-8808

５月20金
▼

５月24火
四季彩々
（布地に描く花々）

氷川の杜文化館
展示場 10:00▶17:00 入場自由・無料

アートM
担当  小池
048-852-6282

５月23月
▼

５月24火
「シニアのくらし」展

市民活動
サポートセンター
多目的展示コーナー

11:00▶16:00
24日は15:00まで 入場自由・無料

浦和友の会
担当  遠藤
048-688-8859

※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



参加無料

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

チ ャ レ ン ジ

Challenge

ウエストで楽しめる名作オペラ「フィガロの結婚」
名作オペラ「フィガロの結婚」の合唱等の出演者を募集。（メインキャストはプロ出演者を予定）

募 集
参 加 者

 9月3日㈯　14:00開演
 プラザウエスト　さくらホール
 ワークショップ：7月3日～8月14日（7月31日を除く）日曜日
 ホール練習:8月19日㈮・20日㈯・27日㈯（第1リハーサル室）
 本番:9月3日㈯
 各日13:00～16:30（全10回）プラザウエスト 視聴覚室　他
対象・定員  市内在住・在学の小学３年生～中学３年生　※男子は変声前・30人程度
参加費  10,000円
その他  説明会を6月26日㈰に行います。衣装代等、別途費用が発生します。

応募方法 　往復はがき（１人１通）に住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を記入の上、下記までご応募く
ださい。

申込み先 　〒338‐0835
 さいたま市桜区道場4-3-1
 「ウエストで楽しめる名作オペラ参加者募集」係

まで
締切日 　5月15日㈰必着
お問合せ 　プラザウエスト　048-858-9080

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　https://www.saitama-culture.jp/

さいたま市文化振興事業団 検索
⬆

プレゼント当選発表 情報誌SaCLa2月号の「シルクロードの弦韻　サイン色紙」プレゼントの当選者は奥山達也様、小泉
保夫様、戸井田宣太郎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「ウエストで楽しめ
る名作オペラフィガロの結婚」（9月3日
(土)14時・会場：プラザウエスト さくら
ホール）の監修・演出の高柳さくらさん・
出演の高柳圭さんのサイン色紙を抽選で
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⑤4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「名作オペラ　サイン色紙」プレゼント係までご応
募ください【締切：5月16日（月）必着】。当選者の発表は、
SaCLa7月号にて発表いたします。
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LINEで
友だちになろう！


