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プラザノースの講座・イベントにご応募いただく際にお預かりする個人情報は厳重に管理し、次に記載
された目的の範囲内で利用させていただきます。
●プラザノースでのイベント・講座への申込受付　　●イベント・講座への参加ご案内書類等の発送
●各種お問い合わせへの回答　　●今後のプラザノースの事業に関する情報のご案内　
詳細につきましてはホームページをご覧いただくか、プラザノース事業課までお問い合わせください。

▶プラザノース主催イベント等における感染症対策
●館内にアルコール消毒液を設置します。
●スタッフは検温などの健康管理を徹底し、マスクを着用します。
●密集を防ぐため、一部のイベントにおいて定員の変更を行います。
●金銭はトレイでの受け渡しを行い、できるかぎり接触を防ぎます。
●空調設備の利用や扉の開放などにより、定期的な換気を行います。
●新型コロナウイルスへの感染が判明した場合は、保健所など公的
機関からの要請により、必要に応じて氏名や連絡先の情報提供を
行う場合があります。
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交通案内

●JR大宮駅より東武バス　［上尾駅東口］行き／［吉野町車庫］行き→［北区役所前］下車
●市コミュニティバス　 ［北区ルート］→［北区役所］下車
　（平日のみ運行）

●JR大宮駅より旧中山道上尾方面に約3km
●JR宮原駅より旧中山道大宮方面に約1.6km
駐車場 183台（一般用177台・身障者用6台）
最初の2時間は無料、2時間を超えると超過時間30分毎に110円加算
※イベント開催日は混雑が予想されるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。　

●ニューシャトル［加茂宮駅］から徒歩約8分
●JR宇都宮線（東北本線）［土呂駅］西口から徒歩約15分

電車をご利用の場合

バスをご利用の場合

お車をご利用の場合

大砂土
小学校北部医療

センター

※紙面に掲載の料金はすべて税込み価格です。　
※　　　　　  のイベントは、先着順のためご入場・ご参加いただけない
　場合があります。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入
　場時に氏名や連絡先のご記入をお願いする場合がございます。

当日直接会場ノースnote 第7セミナールームのご紹介

プラザノース3階にある第7セミナールームはパソコンルームに

なっており、パソコン教室やパソコンを用いた研修・勉強会にご利用

いただけます。OSは現在一般的に普及している「Windows10 Pro」

（Office2016 Standard）を搭載し、WordやExcelはもちろん、イン

ターネットの閲覧、印刷、またOutlookを使用してメールの送受信

（室内PC間のみ）も可能なため、より充実した講習を実施すること

ができます。

プログラミング体験
みんなが集まる野原をつくろう
タブレットで自分が描いた絵を使って楽しくプログラ
ミングに挑戦してみよう！
 5/15（土）10：00～11：00
 CGアトリエ
 10名　　　　　100円
 どなたでも
　　　  ＊小学2年生以下のお子さまは保護者同伴

 金子正晃氏（デジマインド代表）
　　　　　　　　　 　4/30（金）必着

日時

対象

会場
定員

講師

展覧会
「ぽっかりあいた森の中」
馬塲稔郎（彫刻家）、林ゆいか（画家）による
作品をご紹介します。
 5/15（土）～5/23（日） 10：00～17：00
 ノースギャラリー5～7
     無料　　　  どなたでも

会期
会場
入場料 対象

ニューオリンズスタ
イルのパワフルな
ステージ！
みんなで一緒に盛
り上がろう！
（協力：植竹中学校 吹奏楽部） 過去の様子

アーティストワークショップ
ぽっかり森の仲間をつくろう！
展示会場を見て心に描いた色や模様を画用紙
いっぱいに描き、動物たち（シカやオオカミな
ど）の型紙から立体的な動物を作ってみよう！

参加料

ものづくり体験
アクセサリー作りやアー
ト作品など、ものづくり
を思いきり楽しもう！

音楽・ダンス体験
楽器演奏やダンスなど、
体を動かして色々な表
現に触れてみよう！
 多目的ルーム
    無料参加料
会場 ノースギャラリー1～4

　　 　各ブース200～1,000円 参加料
会場

応募方法

木製キーホルダー作り
星・ネコ・車など好きな型を電動糸のこで切
り出して、木のキーホルダーを作ろう！

 5/15（土）
 10：00～11：00
 造形アトリエ
 7名
 　100円
 小学2年生～大人の方
　　　  ＊小学生は保護者同伴

 寺澤伸彦氏（美術家）
　　　　　　　　　 　4/30（金）必着

日時

対象

会場
定員

講師

参加料

応募方法

マスキングテープで
オリジナルバッグをつくろう
バッグにマスキングテープを貼り色を重ねて
テープを外すと、ステキなバッグが完成するよ！

 5/15（土）
 10：00～11：00
 絵画アトリエ
 10名　　　　　100円
 どなたでも
　　　  ＊小学2年生以下のお子さまは保護者同伴

 手島まゆ子氏（こども造形教室講師）
　　　　　　　　　 　4/30（金）必着

日時

対象

会場
定員

講師

参加料

当日直接会場

BBBBワークショップ＆ライブ
ブラック･ボトム･ブラス･バンド

みんなでつくる展覧会 
「森の野原にいろいろな花を咲かせよう！」
みんなで「ぽっかりあいた森の中」に咲く花を
描いて、花でいっぱいの野原をつくりましょう！
 5/15（土）～5/23（日） 10：00～17：00
 ノースギャラリー7
     無料　　　  どなたでも

会期
会場
参加料 対象

当日直接会場

＊小さなお子さまは保護者同伴

カスタネットをつくろう！
カスタネットをつくって
ステキにかざりつけよう。
23日の音楽イベントに完成し
た楽器を持って参加してね！
 5/22（土） 10：00～12：00
 交流スタジオ　　　 30名（先着順）
 　100円　　　 どなたでも

日時
会場 定員
参加料 対象

BBBBの誰でもジャズ
「スーパーアンサンブル！」
BBBBと一緒に楽しみながらジャズが
学べます！ ステージをクリアして、かっこ
いいステッカーをゲットしよう♪

 5/23（日）
 14：00～16：00（13：30開場）
 ホール
 140名（予定）
　　　　全席自由  100円
 どなたでも
　　　　　　　　のみ 4/18（日）～

日時

会場
定員
入場料

電話応募方法
対象

往復はがき 往復はがき 往復はがき

オープニングイベント
ピアノ×絵×彫刻
ぽっかり森のライブコンサート
ピアノの即興演奏にあわせて絵画作品と彫刻作品ができあが
る様子をお楽しみいただきます。
 5/15（土） 14：00～15：30　　　　多目的ルーム
　　　50名　　　　   無料　　　　どなたでも
　　　馬塲稔郎、林ゆいか、重松壮一郎（ピアニスト）
　　　　　　　　のみ 4/16（金）～

日時 会場
定員 入場料

応募方法

対象
出演

電話

4/16～
電話予約のみ

重松壮一郎（ピアノ） 林ゆいか（絵画） 馬塲稔郎（彫刻）
Photo by Pooka inc.

4/18～
電話予約のみ

アートを楽しもう！アートを楽しもう！ プラザノースで活動するサークルを体験しよう！プラザノースで活動するサークルを体験しよう！ 当日直接会場

イベントもりだくさん！！イベントもりだくさん！！

アトリエ体験！アトリエ体験！

応募方法

コンサート＆ワークショップ
歌うマトリョーシカ
～不思議な電子楽器マトリョミン～
日本で生まれた不思議
な電子楽器・マトリョミ
ンの音を聴き、演奏に
チャレンジしてみよう！
＊詳細は中面参照

ワークショップ
マトリョーシカを絵付けしよう
ロシアの民芸品「マトリョーシカ」人形の絵付
けを体験。3体のマトリョー
シカを自由にペイントする、
お子さまから大人まで楽
しめるワークショップです。
＊詳細は中面参照

＊詳細は中面参照

※往復はがきの書き方は
　中面参照

 5/16（日）・22（土）・23（日） 10：00～17：00 ＊各ブースによる
 　　　各ブースによる（先着順） ＊小さなお子さまは保護者同伴
日時
定員 対象

いずれも

【前半】 音楽ワークショップ
14：00～

【後半】 ライブ
15：00～

さいたま市 プラザノース　情報紙 ノース＊ノステル

20212021あーとひろばの日あーとひろばの日ノースであそぼう！ノースであそぼう！
※一部事前申込あり。詳細はチラシまたはホームページをご覧ください。

※掲載イベント・講座はやむを得ない事情により、内容変更や延期・中止となる場合がございます。
　ご来館の際はマスクを着用していただき、感染症予防にご協力をお願いします。

プラザノースは地域のみなさまの文化活動の拠点として施設
の貸し出しを行うとともに、芸術創造・ユーモアをテーマと
したさまざまな事業を開催してまいります。

イベント・講座　お問い合わせ
プラザノース総合インフォメーションカウンター
Tel.048-653-9255　http://www.plazanorth.jp

にて
イベント情報・施設情報
発信中！ いいね！フェイスブック ツイッター

ユーモアスクエア
旧大宮市盆栽町に住んでいた日本漫画家の先駆者・北沢楽天に由来するスペース。
イベントや展示、上映、自由読書スペースなどで気軽に「ユーモア」が体験できます！

楽しいアニメの世界を、大きなスクリーンに上映します。
お子さまのシアターデビューにどうぞ！

毎月第1日曜日 ユーモアミニシアター
プラザノース こども劇場

日時 ◆4/4（日）「あーんあん」
◆5/2（日）「おばけのてんぷら」
◆6/6（日）「えものは どこだ」
いずれも11：00開演（10：45開場）
＊上映時間 約30分

会場 ユーモアスクエア映写室
定員 各40名（予定/先着順）
対象 どなたでも　 入場料 無料

当日直接会場

毎回大好評の「ノース・ぶらっと寄席」シリーズ！
4月は落語家・三

さん

遊
ゆう

亭
てい

鯛
たい

好
こう

による落語会を、6月はプラザノースが所蔵するDVDの中
から、桂

かつらしじゃく

枝雀による「くしゃみ講釈」を上映します。
日時 ①4/25（日） 三遊亭鯛好 落語会

②6/20（日） 桂枝雀「くしゃみ講釈」（DVD上映） 
いずれも11：00開演（10：45開場）
＊①は上演時間 約40分、②は上映時間 約30分

定員 各40名（予定/先着順）
対象 どなたでも

入場料 ①500円 ＊9：45より整理券を配布し、記載の時間別にご入場

②無料

ノース・ぶらっと寄席 当日直接会場

三遊亭鯛好

当日直接会場

プラザノースではさまざまなジャンルの団体・サークルが活動しています。
素敵な笑顔で活動するみなさんをご紹介します。

日時 5/11（火）～ 6/13（日）
9：00 ～ 18：00  ＊5/24（月）は閉場

会場 ユーモアスクエア
対象 どなたでも

入場料 無料

スマイル PLAZANORTH 2021

過去の様子

4/18（日）開催のワークショップ「おみせやさんになっ
てみよう！」でみんなが作った作品を展示します。

日時 4/20（火）～ 5/9（日）
9：00 ～ 18：00  ＊4/26（月）は閉場

会場 ユーモアスクエア
対象 どなたでも　 入場料 無料

ユーモアスクエア はるまつり
はるまつりマーケット展

当日直接会場



ホール

ノース・パレット講座
「ノース・パレット」では、あなたの毎日を彩るさまざまな講座やイベントを
ご用意しています。

心地よい響きが体験できる、プラザノース自慢のホールです。

電動ろくろ入門講座
憧れの電動ろくろを使い、器を作ってみませんか。
成形から釉薬掛けまで体験できます！

日時 5/17・31、6/7・21（月） 13：30～16：00
定員 8名（先着順）

受講料 8,000円（全4回分/材料費込）
対象 18歳以上の方　　 講師 下山直子氏（陶芸家）

 受付中！4回連続講座

はじめての雑穀料理
雑穀を食べて夏バテ予防の準備をしよう

3回連続講座

さいたま市ゆかりの近代漫画の祖・北沢楽天の
半生を描いた映画がついにプラザノースで上映！
ホールの大きなスクリーンでお楽しみください。

日時 8/22（日） 14:00開演（13:30開場） ＊上映時間約120分
定員 370名（予定）　　 対象 どなたでも

入場料 全席自由 無料（要事前申込）
応募方法 電話  のみ 7/16（金）～

名画鑑賞会  「漫画誕生」

平日の午後のひととき、ちょっとしたお
でかけ気分でクラシック音楽を楽しみま
せんか。今回は国内外で活躍するハープ
奏者・山宮るり子の演奏をお届けします。

日時 5/21（金）
13：30開演（13：00開場）
＊公演時間 約45分

定員 180名（予定）
対象 小学生以上の方

入場料 全席自由　500円（要事前申込）
曲目 モルダウ（スメタナ）、

月の光（ドビュッシー）  他
応募方法 電話  のみ 4/23（金）～ 

ノース・ティータイム・コンサート vol.22
山宮るり子 ハープ・リサイタル

4/23〜 　　
電話予約のみ

7/16〜  　　
電話受付のみ

講 座

お子さま向け

2回連続講座
SNSはじめて講座
ツイッター・インスタグラムの
基本を知ろう！
テキストを使ってSNSの始め方・楽しみ方・危
険の回避のほか、写真撮影の基本から加工・投
稿・整理術等を学び知識を深める講座です。

日時 ①6/27、7/4（日）
②6/30、7/7（水）
各10：00 ～ 11：30

定員 各15名　　 受講料 500円
対象  18歳以上のスマートフォンをお持ちで、

日常的にインターネットをお使いの方
講師 北川宣浩氏（webプロデューサー）
往復はがき  いずれも6/14（月）必着

＊ご希望の日程（①または②）をお書きください。

3回連続講座

郷土・地域の歴史を探る
さいたま市の民俗芸能 ～神楽と囃子～
さいたま市の民俗芸能の歴史を学びます。

日時 5/12・19・26（水） 14：00 ～ 15：30
定員 20名　　 受講料 500円　　 対象 18歳以上の方
講師 飯塚 好氏（さいたま市史専門調査員）
往復はがき  4/28（水）必着

2回連続講座

春の絵手紙講座
「ヘタでいい、ヘタがいい。」味のある絵手紙
で春のお便りを送りませんか。

日時 5/20・27（木） 10：00 ～ 11：45
定員 14名　　 受講料 300円
対象 18歳以上の方
講師 阪本里美氏（日本絵手紙協会公認講師）
往復はがき  5/6（木）必着

3回連続講座

陶芸入門教室
初めての方も安心の入門講座です。
簡単な技法で日用食器などを作ります。

日時 5/31、6/7・21（月）
10：00 ～ 11：30

定員 10名　　 受講料 3,300円
対象 18歳以上の方
講師 下山直子氏（陶芸家）
往復はがき  5/17（月）必着

かんたん盆栽講座 こけ玉の回
盆栽は難しそう…という方も、こけ玉からはじ
めてみませんか。

日時 6/4（金） 13：30 ～ 16：00
定員 12名　　 受講料 2,200円
対象 18歳以上の方
講師 石川寛一氏（盆栽家）
往復はがき  5/21（金）必着

3回連続講座

デジタルカメラ入門講座
より素敵な写真の撮れるコツやポイントが学べる入門講座です。

日時 5/19・26、6/2（水） 10：00 ～ 11：45
定員 10名　　 受講料 500円
対象  18歳以上でデジタルカメラをお持ちの方
講師 平舘 平氏（写真家）
往復はがき  4/28（水）必着

6回連続講座

おとなのためのジャズピアノ教室
実際に演奏しながらジャズのコード進行を中心に学び、ジャズピアノの基
礎をグループレッスンで学びます。

日時 5/18・25、6/1・8・15・22（火） 18：30 ～ 20：30
定員 10名　　 受講料 500円
対象  18歳以上でピアノの演奏経験があり、コード進行の分かる方
講師 太田寛二氏（ジャズピアニスト）
往復はがき  4/30（金）必着

コンサート＆ワークショップ 歌うマトリョーシカ
～不思議な電子楽器マトリョミン～
マトリョミンとは、ロシアで発明された「テルミン」の機能をロシアの民
芸品「マトリョーシカ」の中に収めた楽器です。日本で生まれた不思議
な電子楽器・マトリョミンの音を聴き、演奏にチャレンジしてみよう！

日時 5/16（日） 15：00 ～ 16：00
定員 20名　　 受講料 無料　　 対象 小学3年生～大人の方

出演者 ボル⑧
ハチ

（マトリョミンアンサンブル）　 往復はがき  4/30（金）必着

アーティストワークショップ
ぽっかり森の仲間をつくろう！
展示会場を見て心に描いた色や模様を画用紙いっぱいに描き、動物た
ち（シカやオオカミなど）の型紙から立体的な動物を作ってみよう！

日時 ①5/16（日）　②5/22（土） 各14：00 ～ 16：00
定員 各10名　 受講料 500円　 対象 小学生以上の方 ＊小学1・2年生は保護者同伴
講師 馬塲稔郎氏（彫刻家）、林ゆいか氏（画家）
往復はがき  4/30（金）必着 ＊ご希望の日程（①または②）をお書きください。

ワークショップ
マトリョーシカを絵付けしよう
ロシアの民芸品「マトリョーシカ」人形の絵付けが体験できます！
3体のマトリョーシカを自由にペイントする、お子さまから大人まで
楽しめるワークショップです。

日時 5/23（日） 10：00 ～ 12：00
定員 10名　　 受講料 500円　　 対象 4歳～大人の方 ＊未就学児は保護者同伴

講師 上原光子氏（マトリョーシカペイント講師）　 往復はがき  4/30（金）必着

「ノースであそぼう！あーとひろばの日2021」

※締切日必着。
※お申し込みは1通につき1事業（1コース）のみ、2名まで。
　全員の住所・氏名・年齢（学年）・電話番号をお書きください。
※応募多数の場合は抽選。
※記載漏れや切手代不足など、不備のある場合は無効となります。

3 3 1 0 8 1 2

さいたま市北区
宮原町1-852-1
プラザノース
「（イベント名）」係

（記入しない）

郵 便 往 復 は が き

往信

63円
切手

往信面

× × × ××××
郵 便 往 復 は が き

返信

63円
切手

応募者の
住所・氏名を記入

1（イベント名）
（日時やコースの区別
 がある場合は明記）

2住所
3氏名（ふりがな）
4年齢（学年）
5電話番号

返信面

往復はがき
応募方法

でのお申し込み
必ず往復はがきにてお申し込み
ください。

プラザノースの施設を活かした魅力的な講座をご用意しました。

かがくdeプラザノース
ライトスコープで

「30倍の世界」を見てみよう！
ライトスコープ（ライト付き顕

けんびきょう

微鏡）をのぞいて色々
なものを見てみよう！普段見ているものでも大きく
すると、全く違う「30倍の世界」が見えてくるよ！

日時 6/13（日） ①10：00 ～ 12：00
　　　　　②14：00 ～ 15：30

定員 各6組12名　　 受講料 1組500円
対象 ①小学3 ～ 6年生とその保護者

②小学1・2年生とその保護者
講師 清水龍郎氏（埼玉たのしい科学ネットワーク）
往復はがき  5/31（月）必着

＊対象のクラス（①または②）をお書きください。
＊1組2名でのみ参加可能です。参加者以外のお子さまの

同伴入場はできません。

楽しくリフレッシュ おやこヨガ教室
親子の五感をフルに開放して楽しくコミュニケー
ションしながら、色々なヨガのポーズに挑戦してみま
せんか。

日時 6/3・17、7/1・15（木）
10：00 ～ 10：45

定員 10組20名　　 受講料 1組400円
対象  首の座った6ヶ月～ 1歳6ヶ月の乳幼児とそ

の保護者
講師 野上香織氏（おやこヨガインストラクター）
往復はがき  5/20（木）必着

＊1組2名でのみ参加可能です。参加者以外のお子さまの同
伴入場はできません。

＊妊娠中、または妊娠の可能性のある方は参加できません。

4回連続講座

楽しいストレッチヨガ
普段使わない筋肉を意識して引き締める、初めての方
でも楽しくレッスンできる講座です。

日時 6/5・19、7/3（土） 14：00 ～ 15：00
定員 15名（先着順）　　 対象 18歳以上の方

受講料 2,000円（全3回分/保険料込）
講師 Kayo氏（IHTA認定ヨガインストラクター）

3回連続講座  受付中！

絵本の読みきかせ・手遊びなどを本格的な演奏とともに
お届けします！

日時 7/25（日） 11：00開演（10：30開場） ＊公演時間 約60分
出演 渡辺定路（サックス）、森崎美穂（トランペット）、

飯田彰子（ピアノ）、阿部拓也（ドラム）
対象 どなたでも

＊2歳以下の膝上鑑賞のお子さまは無料、座席使用の場合はチケットが必要
曲目 ガンバラッパ☆ガンバル～ン、音楽絵本「はらぺこあおむし」　他

プラザノース サマーステージ2021
元NHK「おかあさんといっしょ」うたのおねえさんと一緒に楽しもう！

①すくすくキッズコンサート 

5/6会員先行

城倉かほる
（歌・司会）

色々な楽器の演奏やステキな歌声が楽しめるコン
サートです！

日時 7/25（日） 14：00開演（13：30開場） ＊公演時間 約60分
出演 新津耕平（テノール歌手）、李 文佳（ヴァイオリン）、

高井洋子（クラリネット）、飯田彰子（ピアノ）、阿部拓也（ドラム）
対象 3歳以上の方 ＊2歳以下のお子さまは入場不可
曲目 アンパンマンたいそう、鬼滅の刃より「炎」　他

②わくわくミュージック フェスタ

過去の様子

定員 180名（予定）
入場料 全席指定

おとな（中学生以上）  1,000円
こども（3歳～小学生）  500円

応募方法 電話  友の会：5/6（木）、
　　　一般：5/7（金）～
窓口  5/9（日）～

2公演
とも

応募方法 電話 窓口

動画共有サービスYouTubeに、プラザノース公式
チャンネルを開設しました。プラザ
ノースが主催するイベントのご紹介
や、お家でも楽しめるオンライン講
座などの動画を配信しています。
ぜひご覧ください♪

公式YouTubeチャンネルを
開設しました！

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、座席数を制限しております。

＊ 2歳以下の膝上鑑賞は入場券不要

マイペースに楽しむ 月謝制講座

※月謝制講座は継続した講座のため、すでに満員に達している場合があります。
　詳しくはお問い合わせください。

※対象：18歳以上の方

◦短歌入門
  実作と鑑賞
◦水墨画教室
◦書楽教室

見学
 受付中！

◦ハーブと季節のレッスン
  木曜日教室
◦ハーブと季節のレッスン
  土曜日教室

雑穀にはビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富
に含まれています。家庭料理で活かせるアレ
ンジレシピを学び、美味しく食べましょう！

日時 6/10・17・24（木） 14：00～16：00
定員 8名　　 受講料 1,500円
対象 18歳以上の方
講師 奥津千恵子氏（栄養士、雑穀エキスパート）
往復はがき  5/27（木）必着

窓　口
でのお申し込み

プラザノース総合インフォメーションカウンター（10：00～20：00）
＊平日の第2・4月曜日は17：00まで
※公演チケットが電話先行受付で完売した場合、窓口販売および当日券販売はありません。

電　話
でのお申し込み

プラザノース事業係 Tel.048-669-0300（10：00～17：00）
※公演チケットの電話先行受付の期間は、受付順に配席するため座席の指定はできません。
　また、購入・配布枚数に制限のある場合があります。
※「ノース・パレット」の受付は先着順です。定員に達し次第締め切りますのでご了承ください。

★マークの事業は、プラザノースの指定管理者であるプラザノースマネジメント㈱の委託を受け、㈱JTBコミュニケーションデザインが実施します。
※友の会会員の方は、一部の有料公演チケットを優先的にご予約いただけます。詳しくはお問い合わせください。


