
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

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

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。
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▶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。

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。

当日直接会場

ノースnote お部屋のご紹介 ホール

今号に掲載中の『ノース・リラクシング・コンサート』『ノース狂
言会』『こどもオペラ』の会場でもあるホールは、音楽・ダンス・
演劇などの幅広いジャンルに対応可能なプラザノースの主要施設
です。
定員は403名（車椅子席含む）で決して大きなホールではありませ
んが、2階席からでも舞台上の人物の動きや表情をしっかりと観る
ことができます。また音響設備に関してもたくさんの方から高評価
を得ています。発表会やコン
サートなど一般の方でも利用す
ることができますので、詳しく
は総合インフォメーションカウ
ンターまでお問い合わせくださ
い。みなさまのご来場お待ちし
ています！！

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！

精力的に芸術活動を続けるアーティストの作品を紹介す
るDomain of Art。第30回目となる今回は現代美術作家 
曽谷朝絵の個展を開催します。

色彩と光に溢れた作品を制作する現代美術作家 曽谷朝絵。
その活動は平面作品のみならず、色彩と空間が共鳴し合う
大型インスタレーションやパブリックアート、映像作品な
ど幅広いジャンルに及んでいます。

本展では洗面器や海などをモチーフとした油彩画の大作
やパステル画、コロナ禍で都市に生い茂った雑草を描いた
水彩画などの絵画群に加え、曽谷のアイディアの源である
ドローイング約100点も展示します。またギャラリーの
ガラス面あわせて約20ｍの長さを生かした、水と光に包み
込まれるようなインスタレーションも行います。

日常のささやかな風景が鮮やかな色彩となり、光や来場者
の視点で表情が変わる非日常的な空間は、想像力を刺激し、
新たな感覚や視点を呼び起こします。空間を光と色彩が
降り注ぐ柔らかな世界へダイナミックに変化させる、曽谷
朝絵の試みをお楽しみください。

Domain of Art 30 曽
そ

谷
や

朝
あ さ

絵
え

展　にじのにわ

作家が描いた絵に、色鉛筆で自
由に色を重ねてみましょう。皆
さんが描いた絵を貼ってつなげ
て、大きな作品をつくります。

日 時 2/25（土）～ 3/19（日）
9：00 ～ 18：00
※2/27、3/13（月）は閉場

会 場 ユーモアスクエア
（1階）

参加料 無料
対 象 どなたでも

アーティストワークショップアーティストワークショップ
『もりのいろ』『もりのいろ』

日 時 2/25（土） 17:00 ～ 17:30
会 場 ノースギャラリー 3 ～ 7（2階）

▪▪ギャラリートークギャラリートーク

会 期 2/25（土）～ 3/19（日） 10：00 ～ 17：00
＊2/27、3/13（月）は閉場

会 場 ノースギャラリー 3 ～ 7（2階）　 入場料 無料　 対 象 どなたでも

≪fuwari≫2022,oil on cotton on panel,240.0×400.0㎝

≪Flow≫2022,watercolor on paper 
on panel,80.3×80.3㎝

≪雨色≫2022,films on glass wall,
中川ケミカル CSデザインセンター

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 ◆2/5（日） アニメ「なかよしおばけ おばけ遊園地に行く」
◆3/5（日） 人形劇DVD「みにくいあひるの子」「けものの城」
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！
2月はプラザノースが所蔵するDVDの中から桂

かつら

米
べい

朝
ちょう

の名演をお楽しみ
ください。

日時 2/19（日） 桂米朝「天狗裁き」（DVD上映）
11：00開演（10：40開場） ＊上映時間 約30分

会場 ユーモアスクエア映写室
定員 60名（予定/先着順）

入場料 無料　 対象 どなたでも

ノース・ぶらっと寄席ノース・ぶらっと寄席 当日直接会場

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 開催中 ～ 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

 

今年度のプラザノース主催事業のユーモア
あふれるイベントや展示を振り返ります。

日時 3/24（金）～ 4/9（日）
9：00 ～ 18：00 ＊3/27（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

モアYOUフェスタモアYOUフェスタ 当日直接会場

昨年の様子

※ 予定を変更する場合がありますので、最新情報はHP等をご確認
ください。 http://www.plazanorth.jp/

会場にて作家が作品を解説いたします。直接会場にお越しください。



一足先に春のイベント情報をお届けします！一足先に春のイベント情報をお届けします！

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。

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

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。

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 5/15・29、6/5・19（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

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

完  売

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  窓口  

※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、初めての方でもおいし
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！

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。

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。

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

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

演目 「仏
ぶっ

師
し

」、「悪
あく

太
た

郎
ろう

」　 申込方法 電話  窓口
Ⓒ政川慎治

 好評発売中！

【演目・あらすじ】

ある田舎者がお堂を建立し、本尊の仏像を用意しようと都へ仏師を探し
にやってくる。往来の中を大声で探していると、都のすっぱ（いたずら

者）が自分こそ真仏師（正統派の仏師）だと言って近寄ってくる。すっぱは口から出
任せで田舎者を信用させ、仏像を翌日までに作る約束をする。翌日田舎者が約束の
場所へ行くと…。
田舎者の注文に慌てるすっぱの姿が笑いを誘います。中世の人間のおおらかなや
りとりをお楽しみ下さい。

仏
ぶっ

  師
し

乱暴者の悪太郎は、酒を飲むことを非難する伯父を脅してやろうと、長
刀を携えて出かけていく。ところが、そこでもさんざん酒を飲み、よい機
嫌になると、帰る道すがら寝込んでしまう。後をつけてきた伯父は、道端

に寝ている悪太郎を見つけて僧形にし、「今後は南無阿弥陀仏と名づける」と言い
渡して去る。さて、目を覚ました悪太郎は…。
行き場の無いエネルギーを放出していた悪太郎ですが、「南無阿弥陀仏」と名づけ
られるのを境に舞台が一変します。狂言らしい笑いに溢れる前半と共に、悟りに至
る後半もまた見どころです。

悪
あく

太
た

郎
ろう

こども体操教室こども体操教室
未就学のお子さまを対象とした、子どものための体操教室です。マット運動や
鉄棒・とび箱などで体を動かして、運動神経をぐんぐん伸ばそう！

日時 毎月第1・第3土曜日（月2回） 
①Aクラス 9：30 ～ 10：30  ②Bクラス 11：00 ～ 12：00

定員 各12名（先着順）＊継続講座のため、Bクラスは欠員募集
受講料 1,500円／回（器具・保険料込）
対象 ①4/2時点で4歳の方　②4/2時点で5歳の方
講師 大石あき氏（スポーツインストラクター）他

申込方法 電話  のみ 2/10（金）～

2/10 ～受付開始新クラス募集！新クラス募集！

※対象：18歳以上の方

マイペースに楽しむ 月謝制講座月謝制講座

募集中の教室名 講師 直近の開催日時 定員 受講料

書楽教室

近藤優雅氏
（日本教育書道美術振興会指導者）

2/2・16、3/9・23（木）
14：00～16：00 12名 4,400円/月

（道具費別・材料費込）

毛筆はもちろん、ペン習字や創作書道など、お好きな課題に取り組めます。
文字の美しさや書くことを楽しむ、初心者でも安心して学べる書道講座です。

水墨画教室

石関真壽氏
（水墨画家・イラストレーター）

2/7・21、3/7・21（火） 
14：00～16：00 10名 4,500円/月

（道具費別・材料費込）

初心者から経験者まで楽しめる、水墨画の描き方を学ぶ講座です。
水墨画の初歩から、色彩を加えた淡彩画まで楽しめます。

参加者募集中！

※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ございます。
　詳しくはお問い合わせください。

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。

※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。

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。

プラザノースは15周年を迎えます！2023年度もみなさまに喜んでいただける、
さまざまなイベントを予定しておりますので、ぜひお出かけください！

カッティングシートをはって透明カサと雨ガッパをカラフルに
彩ろう。雨の日のお出かけも楽しくなるよ！
作品はユーモアスクエアにて展示いたします。
[展示期間：4/18（火）～ 5/7（日）] ＊4/24（月）は閉場

日時 4/16（日）　①10：00 ～ 11：30　②13：30 ～ 15：00
定員 ①8組16名　②10名　 受講料 ①1組500円　②500円
対象 ①4歳～新小学2年生とその保護者

②新小学3 ～ 6年生の方
講師 手島まゆ子氏

（アートワークショップ講師）
応募方法 往復はがき  3/31（金）必着
＊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同伴入場は
　できません。

写真はイメージです

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ヴァ
イオリン奏者・正戸里佳の
演奏をお届けします。

ノース・リラクシング・コンサート
正戸里佳 ヴァイオリン・リサイタル正戸里佳 ヴァイオリン・リサイタル

日時 5/19（金）
13：30開演

（12：30開場）
会場 ホール
定員 370名（予定/先着順）
対象 小学生以上の方

入場料 全席自由　500円（要事前申込）
出演 正戸里佳(ヴァイオリン)、伊藤順一(ピアノ)
曲目 ・サン=サーンス：

  ヴァイオリンとピアノの為のソナタ第1番作品75
・ショパン/サラサーテ編曲：ノクターン作品9-2
・ショパン/サン=サーンス編曲：ノクターン作品55-2   他

申込方法 電話  のみ 4/7（金）～

4/7～電話予約のみ

音楽コンサートや舞台芸術等の公演、展覧会やアートイベント、
陶芸・料理・ヨガといった大人向け講座や、絵画・造形といった子供
向けワークショップなどのお知らせをいち早くお届けします。

友の会 会員募集中！友の会 会員募集中！

【会員特典】
　◆ プラザノース主催ホール公演（音楽コンサートや落語会など）

チケットの会員先行予約（電話） ※一部対象外
　◆ 公演やアートの展示、講座・ワークショップなどプラザノースが

主催するイベント情報を定期的に無料送付
　◆会員向けイベント（公演後の特別イベントなど）の開催　他

【お申し込み・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　Fax.	048-653-9288

11回目を迎える「ノースであそぼう！あーとひろばの日」は現代
美術作家による展覧会、ものづくりを楽しむ体験型ワークショッ
プや音楽を楽しむライブなど、ワクワクドキドキするイベントが
もりだくさん♪今年もみんなでいっしょにノースであそぼう！

15周年記念事業
ノースであそぼう！ あーとひろばの日2023ノースであそぼう！ あーとひろばの日2023

日程 5/13（土）～ 5/21（日） ＊詳細は3月配布のチラシをご覧ください

昨年の様子

さいたま市民の日

ⒸHisayoshi Osawa

 完売御礼！

ユーモアスクエア はるまつりワークショップ
雨の日も楽しくなる　雨の日も楽しくなる　
カラフルなカッパとカサをデザインしよう！カラフルなカッパとカサをデザインしよう！

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。

※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。


