
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。

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

ノースnote　　お部屋のご紹介 第7セミナールーム

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・動画の閲覧（※閲覧制
限有）、印刷が可能です。ZOOM も使用できま
すので（※ZOOMの使用は「ブラウザからの参
加」となります）、オンラインでの会議やセミ
ナーなど今まで以上にご活用ください。
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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

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。

日時 2/5（日） 14：00開演（13：30開場）
＊公演時間 約120分

曲目 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）、
　　　　  英雄ポロネーズ Op.53 他

定員 395名（予定）　 対象 小学生以上の方
入場料 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

応募方法 電話  窓口  

イリーナ・メジューエワイリーナ・メジューエワ
ピアノ・リサイタルピアノ・リサイタル

プラザノースで久しぶりに皆様にお会いできることをとても楽しみにしてい
ます。
今回はモーツァルトとショパンというプログラム。「ピアノの詩人」と呼ばれる
ショパンは、私自身にとって特別な作曲家
ですが、古典的な造形の中に表現される薫
り高い詩情は、ほとんど「奇跡」というべき
ものです。
そんなショパンが高く評価していた数少な
い作曲家の一人がモーツァルトでした。
モーツァルトの音楽を熱心に勉強していた
ショパンは、モーツァルトについて「霊感の
域にある」と評していますが、ショパンの葬
儀ではモーツァルトの「レクイエム」が演奏
されたのでした。二人の偉大な作曲家の素
晴らしい作品を皆様に楽しんでいただける
よう、精一杯演奏したいと思います。

イリーナ・メジューエワ

発売中！

ⒸKazuhiro Okumura

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。

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

演目 「仏師」、「悪太郎」
出演 野村万作、石田幸雄、深田博治、岡 聡史、中村修一、

内藤 連、飯田 豪、福田成生
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

応募方法 電話  友の会1/12（木）、一般1/13（金）～
窓口  1/15（日）～

ノース狂言会ノース狂言会
野村万作の狂言の世界野村万作の狂言の世界

1/12会員先行

※写真と当日の配役は異なります。 　　　　　　　　　　　　　Ⓒ政川慎治

公演終了後、演者による解説付きのバックステージツアーを開催いた
します。普段は見ることのできない、舞台の裏側をご覧いただけます。

※ 要事前申込。
　応募方法はチケットご購入時にお渡しします（応募多数の場合は抽選）。

チケット購入者限定 バックステージツアー開催！

ユーモアスクエア

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 ◆12/4（日） アニメ「なかよしおばけ おばけネス湖へ行く」
◆1/8（日） 人形劇DVD「かぐやひめ」「てぶくろをかいに」
　　　　　   ※1月のみ第2日曜日開催

◆2/5（日） アニメ「なかよしおばけ おばけ遊園地に行く」
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60名（予定/先着順）
入場料 無料　 対象 どなたでも

毎月第1日曜日 ユーモアミニシアター
プラザノース こども劇場プラザノース こども劇場

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！
12月は若手落語家・春
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の名演をお楽しみください。

日時 ①12/18（日） 春風亭昇市 落語会
＊上演時間 約40分

②2/19（日） 桂米朝「天狗裁き」（DVD上映）
＊上映時間 約30分 
＊いずれも11：00開演（10：40開場）

会場 ユーモアスクエア映写室
定員 各60名（予定/先着順）　 対象 どなたでも

入場料 ①500円 ＊10時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・ぶらっと寄席ノース・ぶらっと寄席 当日直接会場

春風亭昇市

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 12/2（金) ～ 12/25(日）
9：00 ～ 18：00 ＊12/12（月）は閉場

会場 ユーモアスクエア
入場料 無料　 対象 どなたでも

当日直接会場キラキラかわいい★キラキラかわいい★
大きなクリスマスツリーをつくろう！大きなクリスマスツリーをつくろう！

昨年の様子

プラザノース月謝制講座の受講生のみなさまの
作品を、一堂に展示します。

日時 1/10（火）～ 2/12（日）
9：00 ～ 18：00 ＊1/23（月）は閉場

会場 ユーモアスクエア　 入場料 無料　 対象 どなたでも

月謝制講座ノース・パレット
合同作品展合同作品展

当日直接会場

昨年の様子

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！

◆出演者からみなさまへメッセージが届きました！◆



ホール 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。 講 座 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。

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

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。

日時 1/20（金） 13：30開演（12：30開場） ＊公演時間 約45分
定員 370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 Cole Porter：So in Love、The Beatles：Blackbird、

小田桐和寛：Autumn Mountain 他
応募方法 電話  のみ 12/16（金）～

ノース・ティータイム・コンサート vol.27
小田桐和寛 ジャズ・トリオ・コンサート小田桐和寛 ジャズ・トリオ・コンサート

12/16〜   　
電話予約のみ

日時 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）

出演者 Music Players おかわり団　他
定員 370名（予定）
対象 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
入場料 いずれも全席指定　おとな 1,500円

　　　こども（3歳～小学生） 500円
応募方法 電話  窓口

毎年大人気のクリスマスコンサート！ 
プラザノースdeクリスマスプラザノースdeクリスマス

完  売

＊過去の様子

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！

公式YouTubeチャンネル

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。

すっきりストレッチヨガすっきりストレッチヨガ
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ます。

日時 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）
対象 18歳以上の方※妊娠中、または妊娠の可能性のある方は参加できません。
講師 Kayo氏（IHTA認定ヨガインストラクター）

 受付中！3回連続講座

電動ろくろ入門講座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 1/17・24・31、2/14（火）
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 山川美雪氏（陶芸家）

 受付中！4回連続講座

※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。

※対象：18歳以上の方

◦書楽教室
◦ハーブと季節のレッスン 土曜日教室
◦ハーブと季節のレッスン 木曜日教室
◦短歌入門 実作と鑑賞
◦水墨画教室

見学
 受付中！

マイペースに楽しむ 月謝制講座月謝制講座

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。 

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

定員 370名（予定）　 対象 どなたでも
入場料 全席指定　おとな 1,500円

　　　　　こども（3歳～小学生） 500円
＊2歳以下のお子さまの膝上鑑賞は無料

応募方法 電話  友の会1/5（木）、一般1/6（金）～
窓口  1/8（日）～

こどもオペラ
ヘンゼルとグレーテルヘンゼルとグレーテル

1/5会員先行

※写真はイメージです

そば打ち講座そば打ち講座
手打ちそばを基礎から学び、出来上がっ
たそばをお持ち帰りいただきます。丁寧
な指導で、初めての人でもおいしいそば
を打てます。

日時 3/14（火） ①9：30 ～ 11：00
 ②11：30 ～ 13：00

定員 各5名（先着順）　  受講料 3,000円（材料費込）
対象 18歳以上の方　　 講師 さいたま蕎麦打ち倶楽部

※ご希望の時間（①または②）をお伝えください。

 受付中！

3回連続講座

陶芸入門教室陶芸入門教室
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 1/24・31、2/14（火）
10：00 ～ 11：30

定員 10名　　 受講料 3,300円
対象 18歳以上の方
講師 山川美雪氏（陶芸家）
往復はがき  1/10（火）必着

2回連続講座

はじめての長唄 はじめての長唄 
長唄の歴史や曲目解説をまじえながら、発声
法から学び、楽しく長唄に挑戦します。

日時 2/8・15（水）
14：00 ～ 16：00

定員 12名　　 受講料 500円
対象 18歳以上の方
講師 杵屋巳津二朗氏（長唄演奏家）
往復はがき  1/25（水）必着

日本の【春】を歌う日本の【春】を歌う
初春・仲春・晩春、または早春・盛春…様々な
美しい「春」を名曲とともに楽しみましょう。

日時 3/17・24（金）
14：00 ～ 16：00

定員 20名　　 受講料 500円
対象 18歳以上の方
講師 渡邊 史氏（ソプラノ歌手）
往復はがき  3/3（金）必着

2回連続講座

お子さま向けお子さま向け

親子ユーモア体験ワークショップ
つくってあそぼう！つくってあそぼう！
カラフルマラカスカラフルマラカス
ペットボトルにビーズを入れて、親子でマラ
カスをつくります。最後は歌とピアノに合せ
て楽しく演奏しましょう！

日時 2/19（日） 11：00 ～ 12：00
出演者 池羽 由氏（歌のお姉さん）、

市川泰明氏（テノール）、
青木瞭弥氏（ピアノ）

定員 10組20名　　 受講料 1組500円
対象 3歳以上の未就学児とその保護者
往復はがき  2/6（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同伴入場はできません。

親子体操教室親子体操教室
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 1/7・21、2/4・18（土）
14：00 ～ 15：15

定員 20組40名　　 受講料 1組500円
対象 3歳以上の未就学児とその保護者
講師 大石あき氏

（スポーツインストラクター）
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。

4回連続講座

※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。
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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。

2回連続講座

SNSはじめて講座
ツイッター・フェイスブックのツイッター・フェイスブックの
基本を知ろう！基本を知ろう！
テキストを使ってインターネットの基礎やSNS
の始め方・楽しみ方・危険回避を学ぶ講座です。

日時 ①1/15・22（日）
②1/18・25（水）
各10：00 ～ 11：30

定員 各15名　　 受講料 各500円
対象  18歳以上でスマホかPC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12/23（金）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

ハーブをプラス＠家庭料理に一工夫ハーブをプラス＠家庭料理に一工夫
基本の料理にハーブやスパイスを加え、シンプ
ルながらも一味違った家庭料理を学びます。

日時 2/21・28、3/7（火）
14:00 ～ 16:00

定員 8名　　 受講料 2,000円
対象 18歳以上の方
講師 瀧口律子氏

（ハーバル・クリエイター）
往復はがき  2/7（火）必着

関連ワーク
ショップ

モアYOUワークショップ 
やさしいマジック教室やさしいマジック教室
マジシャンからプロの技を伝授！マジックの道
具を手作りして、やさしい
マジックやみんなを驚かせ
るマジックに挑戦しよう。

日時 1/15（日）
14：30～16：00

定員 20名　　 受講料 500円
対象 小学3年生～大人の方
講師 三志郎氏（マジシャン）
往復はがき  12/23（金）必着

栄養たっぷり 
体に嬉しいヘルシー料理体に嬉しいヘルシー料理
季節の変わり目で体調を整えることが大切な
時期。
家庭料理に活かせる、栄養のバランスを考え
た健康的な献立レシピを学びます。

日時 2/9（木） 14：00 ～ 16：00
献立 たけのこ桜えびご飯、豆腐ハンバーグ、

大根ハニージンジャー
※献立は変更になる場合もございます。

定員 8名
受講料 800円
対象 18歳以上の方
講師 本居佐知子氏

 （料理研究家・食育インストラクター）
往復はがき  1/26（木）必着

 完売御礼！

生き生き食育セミナー 
～健康的な毎日を送るために～～健康的な毎日を送るために～
プロの食育インストラクターから、食品の選
び方から献立の立て方、栄養の取り方を学び
ます。健康的で元気な毎日を過ごすための食
育の基礎を学びませんか。

日時 3/9（木） 14：00 ～ 15：30
定員 15名　　 受講料 500円
対象 18歳以上の方
講師 本居佐知子氏

 （料理研究家・食育インストラクター）
往復はがき  2/23（木）必着

＊ 世界が取り組むSDGsの目標3「すべての人に
健康と福祉を」の取り組みとして企画した講座
です。

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  ＊12/29～1/3は休館
※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。

※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㈱が主催します。


