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6

ホール

（土）

8

浦和クラシックアンサンブルコンサート

（土）
♦開場 13：30 ♦開演 14：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 浦和クラシックアンサンブル
048-623-3832（門井）

15 GOSPEL おとだま festa 2018

（土）
♦開場 13：00 ♦開演 13：30
♦料金 無料
♦問い合わせ先 FRIEDE
090-9159-1752（大濵）
メールアドレス：friede.fob@gmail.com

金管打楽器によるアンサンブルコンサートです。
ビゼー作曲「アルルの女」をメインにさまざまな時代とジャ
ンルの曲を演奏します。
皆様お誘い合わせの上、お越しください。

さいたま市を中心に活動しているゴスペルグループで、合
同ライブを開催いたします。それぞれカラーの違うゴスペ
ル曲を心を込めてお届けいたします。ゴスペルにご興味の
ある方は是非観に来てください！

16 大宮フィルハーモニー管弦楽団

22 ルーチェ秋桜＆ララ・ピアチェーレ

（日） 第 5 回 プロムナードコンサート

（土）

♦開場 13：30 ♦開演 14：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 大宮フィルハーモニー管弦楽団
048-686-1816（事務局 小西）

ジョイントコンサートⅢ

♦開場

13：30

♦料金

無料

♦問い合わせ先

♦開演

14：00

048-667-2856（宮原）

“アルルの女”など、なじみの有る曲を主に構成した演奏 宮原・東大宮でコーラスを楽しむ教室です。上原民先生の
会です。アンサンブル演奏も有りますのでお気軽にお越し ご指導の下、生涯を歌って元気になろうをモットーに日々
レッスンに励んでいます。どなたでも入場いただけますの
ください。
でお気軽にお立ち寄りください。

24 スタジオプリエ バイレ・フラメンコ発表会

（月休）

29 ギターアンサンブル SGE-41

（土）

♦開場 15：00 ♦開演 15：30
♦料金 無料
♦問い合わせ先 （有）スタジオプリエ
048-887-4728（権）

スタジオプリエは、フラメンコギター舞踊教室として設立
され 31 年になります。発表会を始め、ライブ、イベント
と機会あるごとにフラメンコを発信して来ました。
今後共よろしくお願い致します。

第 16 回 さいたまコンサート

♦開場 13：00 ♦開演 13：30
♦料金 無料
♦問い合わせ先 さいたまコンサート実行委員会
048-866-9427（黛）

ギターを中心にマンドリンとパーカッションを加えたアン
サンブルです。
皆さんの御存知の曲を主に演奏致しますのでお楽しみくだ
さい。

30 コールファミリー創立 45 周年記念コンサート

（日）
♦開場
♦料金

13：30 ♦開演 14：00
無料 ※入場整理券を事前配布しています。
残席がある場合には当日入場可能です。
♦問い合わせ先 コールファミリー（混声合唱団）
048-622-5191（事務局 森）

今年 45 周年を迎えるコールファミリーは、視力障がい者
が中心の合唱団です。今回は童謡メドレー 14 曲、懐かし
の愛唱歌５曲、世界の名曲等を歌います。またフルートと
ピアノ三重奏も楽しめます。どうぞご来場ください。

裏面には
多目的ルーム・ノースギャラリー
の催し物が載っています！

プララちゃん

※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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多目的ルーム

16 Wind Ensemble SORA ファミリーコンサート

（日）
♦開場 13：30 ♦開演 14：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 Wind Ensemble SORA
090-2535-9306（藤井）

ノースギャラリー

9 〜 16 中国書画展
（日〜日）
◆時間

9：30 ～ 18：00（最終日 17：00 まで）
※9/10（月）は閉場
◆会場 ノースギャラリー 3
◆料金 無料
◆問い合わせ先 090-5396-1158（青栁）

私たちは 2007 年から市内で活動している吹奏楽団です。
今回は、お子さんも一緒に楽しめる演奏会を開催します。
「聴いたことある！」がいっぱいですので、ぜひご家族み 今回の展覧会では、花鳥山水を中心に中国画を展示します。
工筆画は中国画の描画技術の一つで、外側に細かい線で形
なさまでご来場ください。お待ちしています。
を作り、その内側に色を重ねて埋めていきます。とても繊
細で色彩が豊富な写実的な絵画です。

13 〜 18 たぶろう美術協会 埼玉支部展
（木〜火）

15 〜 21 第１６回全日本写真連盟大宮支部写真展
（土〜金）
◆時間 10：00 ～ 18：00（最終日 16：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 4
◆料金 無料
◆問い合わせ先 全日本写真連盟大宮支部
048-758-1269（髙橋）

◆時間 10：00 ～ 18：00（最終日 15：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 5・6
◆料金 無料
◆問い合わせ先 たぶろう埼玉支部
090-8810-7331（比嘉）

たぶろうとは、フランス語で絵・絵画の意。一般公募作品と、
たぶろう美術協会埼玉支部会員の情熱あふれる作品を展示
します。油彩画・水彩画・パステル画・その他のメディア
で描いた平面作品を募集。

全日写連・林喜一先生、大野登先生のご指導の下で撮影会
や毎月の例会で楽しく写真に取組んで来ました。
お陰様で埼玉県展や全国的な公募展にも多くの入賞入選者
を出すことが出来ました。我々の成果をご覧ください。

22 〜 24 命の境界線

23・24 2018 年度 MOA 美術館さいたま児童作品展

（土〜月休）

◆時間

9：00 ～ 17：00
（初日 12：00 から／最終日 15：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 1・2
◆料金 無料
◆問い合わせ先 保護猫カフェねこかつ 大宮日進店
070-5010-4960（佐々木）

私たちの身近な存在である猫たちの、光と陰。幸せに暮ら
す猫が脚光を浴びる一方で、過酷な暮らしののちにひっそ
りと息を引き取ったり、不要とされ処分される猫たちがい
ることにも目を向けていただくための写真展です。

（日祝・月休）

◆時間 10：00 ～ 17：00（最終日 16：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 3 ～ 6
◆料金 無料
◆問い合わせ先 MOA 美術館さいたま児童作品展実行委員会
048-788-2186（細川）

MOA 美術館が全国ネット（約 400 会場）で取組んでい
る児童作品展です。その中の 1 会場である当作品展はさ
いたま市内の小学生からの応募作品で優秀として選ばれた
作品を展示しています。是非ご家族でご覧ください。

※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。

