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！

毎月第1日曜日 ユーモアミニシアター

当日直接会場

プラザノース こども劇場

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！
日時

◆10/2（日）アニメ「なかよしおばけ おばけのキャンプ旅行」
◆11/6（日）人形劇DVD「ごんぎつね」
「わらしべちょうじゃ」
◆12/4（日）アニメ「なかよしおばけ おばけネス湖へ行く」

ノース・ぶらっと寄席
毎回大好評の「ノース・ぶらっと寄席」シリーズ！
さん ゆう てい
た
10月は若手落語家・三 遊 亭 ぽん太 による落語会を、
しゅん ぷう てい しょう いち

12月は若手落語家・春 風 亭 昇 市 による落語会をお楽
しみください。
日時

定員
入場料

会場

ユーモアスクエア映写室
各60名（予定/先着順）
対象
無料
どなたでも

定員
入場料

歴代入賞作品展

過去の「さいたま市ユーモアフォトコンテスト」
入賞作品をご紹介します。

会場

三遊亭ぽん太

いずれも11:00開演（10:40開場）＊上演時間 約40分
ユーモアスクエア映写室
各60名（予定/先着順）
対象
①・②各500円
どなたでも

春風亭昇市

開催中～ 11/20（日）9：00 ～ 18：00

キラキラかわいい★
大きなクリスマスツリーをつくろう！

当日直接会場

かわいいオーナメントに飾られた、カラフル
で大きなクリスマスツリーをご覧ください！
日時

＊10/24、11/14
（月）は閉場
入場料

①10/16（日）
三遊亭 ぽん太 落語会

＊10:00より整理券を配布し、記載の時間別にご入場

当日直接会場

ユーモアスクエア
対象
無料
どなたでも

会場
入場料

掲載イベント・講座は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況など、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。
最新情報はプラザノース ホームページをご確認ください。http://www.plazanorth.jp/
ご来館の際はマスクの着用と手指消毒をしていただき、感染症予防にご協力をお願いします。

た

しゅん ぷう てい しょう いち

＊上演時間 約30分

ユーモアフォトコンテスト

日時

さんゆうてい

②12/18（日）
春 風 亭 昇 市 落語会

いずれも11:00開演（10:45開場）
会場

当日直接会場

12/2（金) ～ 12/25(日）
9:00 ～ 18:00 ＊12/12（月）は閉場
ユーモアスクエア
対象
無料
どなたでも

国際漫画フェスティバル・インさいたま2022
2022さいたま市ユーモアフォトコンテスト

合同作品展

今年もユーモアの季節がやってきました！
日時
11/12（土）～ 20
（日）
日本と世界各国の漫画家による作品を展示する「国際漫画フェスティバル・
※11/14（月）は閉場
インさいたま」。今年のテーマは“共生”
（Symbiosis）
です。
10:00 ～ 18:00
「さいたま市ユーモアフォトコンテスト」には今年も多くの作品が寄せられ、 会場 ノースギャラリー 1 ～ 7
その中から選ばれた力作ぞろいの入賞作品をご覧いただきます。
入場料 無料
また、同時開催の「第37回さいたま市北沢楽天漫画大賞」入賞作品や、
「まん
対象
どなたでも
が甲子園 競技作品展」、
「鉄道写真」や「SL模型展示」も見逃せません。
その他、トークショーや関連イベントも目白押し！
※入 場時に代表者氏名や連絡先等のご記入をお願いします。
また、混雑時は入場制限を行う場合がございます。
今年もプラザノースで“ユーモア”を楽しみましょう！

昨年の様子
せい や

ノースnote

お部屋 の ご紹介 キッチンスタジオ

プラザノースの 3 階にあるキッチンスタジオは調理器具の豊富さや
衛生面を含め、多くの方から高い評価をいただいております。和食・
洋食・中華・製菓などのさまざ
まな料理に対応でき、ジャンル
に合わせた器具・食器も多数ご
用意しております。料理教室は
もちろん、趣味の会
や研修などにもぜ
ひご利用ください。

※紙面に掲載の料金はすべて税込み価格です。
※ 当日直接会場 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。

関連イベント
ミニ新幹線がやってくる！

大砂土
小学校

会場

ユーモアスクエア（1階）
20組（予定）
無料（要事前申込）
どなたでも ※制服サイズは子供用しかありません。

対象

電車 をご利用の場合

プロの漫画家が描くあなたの顔は
プロの漫画家が描くあなたの顔
は !？

バスをご利用の場合

▶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。

●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）

お車 をご利用の場合

似顔絵コーナー
日時

11/19（土）
・20
（日）
両日とも11:00 ～ 17:00

会場

交流スタジオ
ひとり500円（要事前申込）

参加料

●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

対象
絵師

※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。

応募方法

さいたま市 プラザノース 情報紙ノース＊ノステル
発行 さいたま市 プラザノース
〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1-852-1
Tel.048-653-9255 Fax.048-653-9288
発行：2022年10月

日時

 1/20（日）					
1
14:00 ～ 15:30（13:30開場）

①会場観覧：多目的ルーム ②オンライン配信観覧：ご自宅等
①100名（予定） ②50名（予定）
①入場料 ②参加料 ①・②いずれも無料
（要事前申込）
対象
①どなたでも
②インターネットでYouTubeをご覧いただける方
定員

11/2〜電話予約のみ

作：あらい太朗
どなたでも
11/19（土）あらい太朗氏、藤井龍二氏、松島りつこ氏
11/20（日）あらい太朗氏、小河原智子氏、松沢秀和氏

電話 のみ 両日とも11/2
（水）～ 先着順
※ご希望の日時・絵師をお伺いします。

TVアニメ「スラムダンク」では主役の桜木花道役を演じ、
「ド
ラゴンボール」ではトランクス役を担当、
「ケロロ軍曹」ドロ
ロ兵長役、
「戦国無双シリーズ」真田幸村役など、主人公から
話題作の主要キャラクターとして数多くのアニメ、ゲーム
作品に出演する声優・草尾 毅によるトークショーです。

会場

※1枚の色紙に2名の場合は1,000円

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

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。

電話 のみ 11/2
（水）～ 先着順
※ご希望の時間をお伺いします。

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

 1/19（土）			
1
14:00 ～ 15:30（13：30開場）

「 変幻自在熱血ボイス！」

11/12（土）
10:00 ～ 15:00

応募方法

鉄道の車両だけにこだわらず、鉄道にかかわるすべ
てのものを被写体として独自の視点で鉄道を撮影
し、
「1日1鉄！」や「 ゆ る 鉄 」な ど 新 し い 鉄 道 写 真 の
ジャンルを生み出した鉄道写真家・中井 精也による
トークショーです。

たけし

日時

受講料

「 鉄道写真を楽しもう！」

声優・草尾 毅トークショー！

※車 両が変更となる場合もご
ざいます。

定員

10/14〜電話予約のみ

中井 精也トークショー！

日時

駅長さんの制服を着て新幹
線と一緒にかっこよくポー
ズ！
ＪＲの駅長さんになりきって
写真を撮ろう！

●調理器具一例

●講師用調理台

11/2〜電話予約のみ

こども駅長制服撮影会

交通案内

北部医療
センター

昨年の様子

応募方法

電話 のみ 10/14
（金）～ 先着順

①お一人様4枚まで

②後日URLをご連絡

〈オンライン配信観覧をお申し込みの方〉
※閲覧のためのインターネット通信費はお客様のご負担となります。配信にはイン
ターネット回線や機材等、最善の準備を行い実施しますが、配信の特性上、不慮の
一時停止や映像の乱れなどが起こる可能性がございます。また、お客様のインター
ネット環境や機器の不具合などによってご覧いただけない場合がございますが、
主催者は責任を負いかねます。
※配信に関する一切の権利は主催者が有します。
※映像データを録音・録画・撮影（スクリーンショットを含む）することは全て禁止し
ます。あらかじめご了承の上お申し込みください。
※その他の注意事項はプラザノース ホームページをご確認ください。

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

ホール

講座

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。

結成35周年記念

ノース・ティータイム・コンサート vol.27

発売中！

トルヴェール・クヮルテット

小田桐和寛 ジャズ・トリオ・コンサート

～サクソフォン四重奏～

日時

10/23（日）
14：00開演（13：30開場）＊公演時間 約120分

出演

須川展也（ソプラノ）、彦坂眞一郎（アルト）、
田中靖人（バリトン）、神保佳祐（テナー）、小柳美奈子（ピアノ）
395名（予定） 対象
小学生以上の方
全席指定 一般 3,000円 ペア割 5,000円
（2枚/前売りのみ）
高校生以下 1,500円
ホルスト、長生淳／「トルヴェールの惑星」より 彗星、
ビゼー、長生淳／カルメンラプソディー 他

入場料
曲目
応募方法

電話

＊公演時間 約45分
入場料
曲目
応募方法

出演

あらい太朗（漫画家）、スギテツ（ピアノ：杉浦哲郎、ヴァイオリン：
岡田鉄平） 他

画：あらい太朗

電話 10/7
（金）～

入場料

窓口 10/9
（日）～

毎年大人気のクリスマスコンサート！

応募方法

発売中！

出演者
定員
対象
入場料
応募方法

電話

ヘンゼルとグレーテル

1/5会員先行

仲良し兄妹のヘンゼルとグレーテルが森の中で出会っ
たのは…？ 0歳のお子さまから入場できる、子ども向
けオペラ（音楽劇）。童謡や手遊び歌・クラシックの名曲
なども交え、親子で楽しめる参加型コンサートです。

12/11（日）＊開場は各30分前、休憩あり
①キッズコンサート
11：00開演（約60分）
②ファミリーコンサート 14：00開演（約90分）
Music Players おかわり団 他
370名（予定）
①どなたでも ＊2歳以下のお子さまの膝上鑑賞は無料
②3歳以上の方
いずれも全席指定 おとな 1,500円
こども（3歳～小学生）500円

電話 友の会10/27（木）、一般10/28（金）～ 窓口 10/30（日）～

こどもオペラ

プラザノースdeクリスマス
日時

395名（予定） 対象
小学生以上の方
全席指定 一般 2,500円 ペア割 4,500円（2枚/前売りのみ）
高校生以下 1,500円

定員

370名（予定） 対象
どなたでも
全席自由 無料（要事前申込）＊2歳以下のお子さまの膝上鑑賞は入場券不要

※写真はイメージです

370名（予定） 対象
どなたでも
全席指定 おとな 1,500円 こども（3歳～小学生）500円

定員
入場料

＊2歳以下のお子さまの膝上鑑賞は無料
応募方法

＊過去の様子

電話 友の会1/5
（木）、一般1/6（金）～

窓口 1/8
（日）～

窓口

野村万作の狂言の世界

1/12会員先行

はじめての方でもお楽しみいただける、解説を交えた狂
言会です。人間国宝・野村万作の至芸をご堪能ください。

2023/3/11（土） 14：00開演（13：30開場）＊公演時間 約100分

日時

「仏師」、
「悪太郎」
出演
野村万作 他
解説：中村修一
定員
370名（予定） 対象
小学生以上の方
入場料 全席指定
一般 3,500円 高校生以下 1,500円
演目

応募方法

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。

窓

口

でのお申し込み

電話 友の会1/12
（木）
、
一般1/13
（金）
～

応募者の
住所・氏名を記入

植え」をつくる2回連続講座です。

電話番号

返信面

講師

石川寛一氏（盆栽家）

12/9・23
（金）14：00 ～ 16：00

定員

受講料 500円
20名
18歳以上の方 講師
渡邊 史氏（ソプラノ歌手）

往復はがき 11/25
（金）必着

紅茶の歴史・基礎知識や美味しい飲み方を学
び、ティータイムを楽しみましょう。
日時

12/13（火） 14：00 ～ 16：00

定員

8名 受講料 500円 対象
18歳以上の方
小島令子氏（英国伝統紅茶専門家/洋菓子・パン研究家）

講師

＊美術館周辺（盆栽園など）の見学実施はありません。

窓口 1/15
（日）～

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、いろいろなヨガのポー
ズに挑戦してみませんか。
日時

11/3・10・17・24（木）
10：00 ～ 10：45

定員

受講料 1組500円
10組20名
首の座った6 ヶ月～ 1歳6 ヶ月の乳幼児とその保護者
野上香織氏（おやこヨガインストラクター）

対象
講師

往復はがき 10/20
（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。

かがくdeプラザノース

往復はがき 11/29
（火）必着

ものがどうして見えるのか？牛乳パックカメ
ラで写真を撮ったり、さまざまな光の実験を
通して、ものが見えるしくみを学びます。
日時

12/4（日）①10：00 ～ 12：00
②14：00 ～ 15：30

定員

受講料 1組500円
各8組16名
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
清水龍郎氏（埼玉たのしい科学ネットワーク）

対象
講師

ノース・パレット講座

応募方法 電話

窓口

「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。
2回連続講座

受付中！

おとな造形教室

水引きでお正月のお支度セットを作ろう！
日時

11/25、12/2（金）13：30 ～ 16：00

定員

8名（先着順）

※お 正 月 フ レ ー ム、梅
結びの箸置き、ポチ袋
（ 来 年 の 干 支 のウサ
ギ）の3点を制作予定
です。

3,500円

受講料

対象

18歳以上の方

小林美渚子氏

講師

3回連続講座

受付中！

すっきりストレッチヨガ
2023/1/7・21、2/4（土）14：00 ～ 15：00

定員

15名（先着順） 受講料 2,000円（全3回分/保険料込）
18歳以上の方※妊娠中、または妊娠の可能性のあるは参加できません。 講師
Kayo氏（IHTA認定ヨガインストラクター）

4回連続講座

8名（先着順）

受講料

8,000円

対象

公式YouTubeチャンネル
プラザノース主催のイベントや、
施 設 の 紹 介 動 画 などを配 信 中！

※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。
フェイスブック

ツイッター

にて

講師

山川美雪氏（陶芸家）

マイペースに楽しむ

月謝制講座
◦水墨画教室

◦書楽教室
◦ハーブと季節のレッスン

イベント情報・施設情報

発信中！

18歳以上の方

いいね！

木の実や粘土など様々な素材
を使って、
オリジナルのクリ
スマスリースをつくろう！
日時

12/18（日） ①
 10：00 ～ 11：30
②14：00 ～ 15：30

定員

①10組20名 ②12名
①1組500円 ②500円
①小学1 ～ 3年生とその保護者
②小学4 ～ 6年生の方
手島まゆ子氏（アートワークショップ講師）

（金）必着
往復はがき 12/2

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！
定員

みんなでつくろう！クリスマス
を彩るオリジナルリース

講師

受付中！

電動ろくろ講座
2023/1/17・24・31、2/14（火）13：30 ～ 16：00

こども造形教室

対象

日時

日時

往復はがき 11/21
（月）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入場はできません。

受講料

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ます。

（10：00〜20：00）

※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。 ★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主催します。

4回連続講座

光と虫めがね～牛乳パックカメラで写真を撮ろう

紅茶の基礎知識と美味しい楽しみ方

3,000円

18歳以上の方

年齢（学年）

日時
対象

①11/28（月） ②12/5
（月）
①13:30 ～ 15:00 ②13:30 ～ 16:00

対象

氏名（ふりがな）

「ホワイトクリスマス」
「諸人こぞりて」など…街中で
流れるクリスマスのメロディ。歌唱の基礎を学びなが
ら、英語でクリスマスソングを歌ってみましょう！

1回目は盆栽講師の解説のもと、大宮盆栽美
術館を見学し、2回目はプラザノースで盆栽
の育て方や、長く楽しむコツを学び「梅の寄せ

受講料

住所

～英語で歌うクリスマスソング～

大宮盆栽美術館めぐりと
梅の寄せ植えワークショップ

プラザノース総合インフォメーションカウンター
＊平日の第2・4月曜日は17：00まで

（日時やコースの区別
がある場合は明記）

あのメロディをご一緒に

8名

（イベント名）

××× ××××

返信

大宮盆栽美術館連携事業

対象

ノース狂言会

郵 便 往 復 は がき

63円
切手

大切な思いも一緒に結ぶ「水引き」。手づくりで心のこもった
お正月飾りで、新たな年の訪れを華やかに祝いませんか。

2023/3/5
（日）
14：00開演（13：30開場）＊公演時間 約60分（休憩なし）

日時

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

2回連続講座

往復はがき 11/14
（月）必着

モーツァルト：幻想曲 ハ短調 K396、
モーツァルト：ピアノ・ソナタ イ長調 K331
「トルコ行進曲つき」、ショパン：幻想即興曲（遺作）他

曲目

（ 記 入しない ）

2回連続講座

（全2回分、大宮盆栽美術館入館料込）
ⒸKazuhiro Okumura

331 0812

往信

※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。
※各講座の必着日をご確認のうえ、早めのご投函をお願いします。

定員

お子さま向け

郵 便 往 復 は がき

63円
切手

ください。

※1回目は大宮盆栽美術館の見学となり、当日は現地集合・解散とな
ります。交通費は受講者負担となりますので予めご了承ください。

＊公演時間 約120分

11/12（土）
14：00開演
（13：30開場）＊公演時間 約90分

往信面

往復はがき 必ず往復はがきにてお申し込み

日時

2023/2/5
（日） 14：00開演（13：30開場）

日時

日時

応募方法

10/27会員先行

日本を本拠地として精力的な演奏活動を展開
する実力派ピアニスト、イリーナ・メジューエ
ワによるコンサートです。エレガントで詩情
あふれる演奏をお楽しみください。

10/7〜受付開始

今年もユーモアあふれる演奏がもりだくさん！
どうぞお楽しみに。

入場料

電話 のみ 12/16
（金）～

イリーナ・メジューエワ
ピアノ・リサイタル

マンガチック音楽会2022

定員

370名（予定） 対象
小学生以上の方
全席自由 500円（要事前申込）
Cole Porter：So in Love、The Beatles：
Blackbird、
小田桐和寛：Autumn mountain 他

定員

窓口

ユーモア音楽祭inさいたま

2023/1/20
（金） 13：30開演（12：30開場）

日時

Ⓒ島﨑信一

応募方法
でのお申し込み

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
内外で活躍するジャズドラマーの
小田桐和寛を中心としたジャズ・トリオの演奏をお届けします。

1987年に結成された、国内屈指の奏者た
ちによる世界最高峰のサクソフォン・クヮ
ルテット！驚異的なテクニックによる緊
密なアンサンブルをお楽しみください。

定員

12/16〜
電話予約のみ

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。

※対象：18歳以上の方

見学
受付中！

木曜日教室
土曜日教室

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

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

4回連続講座

親子体操教室
体を動かしながら、楽しくスキンシップ！
親子のふれあいや子供同士・保護者同士のコ
ミュニティ形成にも役立つ体操教室です。
日時

2023/1/7・21、2/4・18（土）
14：00 ～ 15：15

定員

受講料 1組500円
20組40名
3歳以上の未就学児とその保護者
大石あき氏（スポーツインストラクター）

対象
講師

往復はがき 12/23
（金）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入場はできません。

