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プラザノース通信

催 し 物 ガ イ ド

音楽

ダンス・バレエ

講演

11

月

演劇・落語 など

催し物ガイドについて
催し物ガイドは、プラザノースのホール・多目的ルーム・ノースギャラリーで開催される、施設利用者の催し物情報です。
どなたでも入場可能で、主催団体より掲載希望があった催し物を掲載しています。

ホール
3

（金・祝）

6

（土）

レインボーフラグループ発表会

合同作品展

11 オータムコンサート vol.13

（土）

♦会場 ホール
♦開場 12：00 ♦開演 12：30
♦料金 無料
♦問い合わせ先 レインボー
080-5677-8890（藤原）

皆様アロハ！グループ合同では４年振りの舞台になります。フラは
心地良い音楽に合わせて体を動かしているうちに自然と笑顔になれ
ます。ハワイソングに合わせて楽しいひとときをご一緒に過ごしま
せんか。マハロ～
（土）

関連イベント

28 さと
俚うたの会 vol.2
（火）
7 ♦会場 ホール
♦開場 14：30 ♦開演 15：00
♦料金 3,000 円
♦問い合わせ先 俚うたの会実行委員会
048-664-7377（小野田）

♦会場 ホール
♦開場 13：30 ♦開演 14：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 星野ヴァイオリン・ピアノ教室
048-699-2360（星野）

星野ヴァイオリン・ピアノ教室の門下生による発表会。
ヴァイオリンとピアノのソロ演奏の他に、生徒同士によるピアノ連弾
8やアンサンブルなど、バラエティーに富んだプログラムで皆様のご来
・
場をお待ちしております。

9 9

裏面にはノースギャラリーの

・（土）

次の世代に唄い繋ぎたい、先人が残した人・田・土の薫る俚（さと）
のうた民謡。俚うたの会は、日本人の心のふるさと民謡をゆっくりと
解説を交えながら聴いていただく会です。

の催し物が載っています！

ノースケくん

多目的ルーム
5

（日）

秋山音楽教室 発表会 リトルコンサート

9

（木）

♦会場 多目的ルーム
♦開場 13：30 ♦開演 14：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 秋山音楽教室
090-6108-7829（生野）
さいたま市西区にある、秋山音楽教室です。
ピアノのソロ演奏や連弾での演奏を発表しています。
生徒さん一人一人の日頃の練習成果をぜひお聴きください。

介護セミナー 第 5 回（公社）埼玉県宅地建物取引業協会

♦会場 多目的ルーム
♦開場 13：30 ♦開演 14：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 （公社）埼玉県宅地建物取引業協会 大宮支部 事務局
048-643-5051（諏訪）

北区高齢介護課より「みんなで介護予防」。埼玉県栄養士会管理栄養
士より「食べることから健康寿命を延ばす食生活改善アドバイス」。
さいたま市社会福祉協議会より「成年後見制度と日常生活自立支援
事業について」。

（木）

19 小さな音楽会

（日）

♦会場 多目的ルーム
♦開場 12：30 ♦開演 13：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 沖田
090-8036-6227

25 魚水愛子ピアノ教室発表会＆ブリランテの会

（土）

♦会場 多目的ルーム
♦開場 ①13：00 ／②14：50
♦開演 ①13：15 ／②15：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 魚水
048-684-9602

年に１回開催している、マリンバ・ピアノの発表会です。
ピアノ教室発表会は幼児と小学生による発表会です。
生徒の皆さんの演奏を客席から見守っていただけるとうれしいです。クラリネットのゲスト演奏やコーラスも有ります。ブリランテの会は
入場無料です。皆様のお越しをお待ちしています。
大人の方達の発表会です。ピアノ、声楽、コーラス、弦管楽器等に
よる熱演が繰り広げられます。
※催し物ガイドに掲載を希望する方は、総合インフォメーションカウンター（TEL 048-653-9255 / FAX 048-653-9288）までお問い合わせください。
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催し物ガイドは、プラザノースのホール・多目的ルーム・ノースギャラリーで開催される、施設利用者の催し物情報です。
どなたでも入場可能で、主催団体より掲載希望があった催し物を掲載しています。

ノースギャラリー
透明水彩サークル入門クラス展示会

リアンフルールのクリスマスパーティー♪

◆期間 11/15（水）～ 11/19（日）
◆期間 11/18（土）・11/19（日）
◆時間 9：30 ～ 16：30（初日 14：00 から／最終日 15：00 まで） 8◆時間 10：30 ～ 15：30
◆会場 ノースギャラリー 4
◆会場 ノースギャラリー 3
◆料金 無料
◆料金 無料 ( ワークショップは有料 )
◆問い合わせ先
柴田
◆問い合わせ先 petit chocolat プティショコラ
27
048-684-5509
050-6866-2095（山岡）
昨年 11 月に 7 人のメンバーでスタートしました。体験から始まり、さいたま市にてフラワー教室やネットショップを運営している
基礎知識、技法を先生の熱心なご指導を受け頑張って参りました。 リアンフルールです。クリスマスのワークショップ＆お花の
未熟な私達ですがどうぞご高覧いただければ幸いでございます。
展示会をこの度開催させていただきます！
親子でのご参加も大歓迎です！お子様にはおみやげも♪

第 6 回 さいたまヌーベルバーグ写真展
◆期間 11/21（火）～ 11/26（日）
◆時間 10：00 ～ 18：00（最終日 17：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 1 ～ 7
◆料金 無料
◆問い合わせ先 天野
080-5035-6395
本会場を開催拠点とし、今回で第 6 回を迎えます。
部屋数一室からスタートし、第 4 回からは 1 ～ 7 室を使い、着実に
実績を上げており、県内唯一の独創性豊かな写真展です。
是非ご来場、ご観覧ください。

表面にはホール・多目的ルームの
の催し物が載っています！

プララちゃん

ノースギャラリー・ホール・CG アトリエ
さいたま市文化協会 第 9 回 文化フェスティバル
◆期間

①ノースギャラリー 11/30（木）～ 12/3（日）
②ホール 12/3（日）
③CG アトリエ 12/2（土）・12/3（日）
◆時間 ①ノースギャラリー 10：00 ～ 17：00（最終日 16：00 まで）
②ホール 開場 10：00 開演 10：30
③CG アトリエ 10：00 ～ 15：00（先着 200 名）
◆会場 ①ノースギャラリー 1 ～ 7
②ホール
③CG アトリエ
◆料金 無料
◆問い合わせ先 さいたま市文化協会 事務局
048-647-0011（新井）
市内で幅広く活動している加盟団体の発表の場です。この機会に団体の良さ・特徴・活動状況を知って頂きたいと思います。
皆様、お誘い合わせのうえ、ご来場ください。
※催し物ガイドに掲載を希望する方は、総合インフォメーションカウンター（TEL 048-653-9255 / FAX 048-653-9288）までお問い合わせください。

