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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。
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ホール

（土）

8

オータムコンサート

20 オーケストラ K 第 2 回演奏会

Vol.14

（月・祝）♦開場 13：30 ♦開演 14：00
♦料金

（土）♦開場 17：30 ♦開演 18：00

無料

♦問い合わせ先

♦料金
星野ヴァイオリン・ピアノ教室

無料

♦問い合わせ先

048-796-8915（星野）

さいたま市見沼区にある、星野ヴァイオリン・ピアノ教室の
門下生による発表会。各楽器のソロ演奏の他に、生徒同士に
よるアンサンブルもあり、見どころ聴きどころ満載のコンサー
ト。

オーケストラ K は、2015 年に発足したアマチュアオーケ
ストラです。今回は第 2 回演奏会として、ベートーヴェンと
ブラームスが残した傑作を演奏します。入場無料ですので、
どうぞお越しください。

28 シュニー音楽教室 発表会

21 第 19 回 山内ギター教室 発表演奏会

（日）♦開場 14：00 ♦開演 14：15

（日）♦開場 12：30 ♦開演 13：00
♦料金

♦料金

無料

♦問い合わせ先

無料

♦問い合わせ先

山内ギター教室

白岡市のシュニー音楽教室です。プラザノースでの発表会は
今回が 2 度目です。ピアノとバイオリンの独奏のほか、連弾
や合奏などバラエティーに富んでおります。一生懸命に演奏
いたしますので、ぜひお聴きください。

さいたま教室、上尾教室、鴻巣教室の各教室でクラシックギ
ターを学ぶ生徒たちの発表会です。一般の方も入場いただけ
ます。クラシックギターに興味のある方、ぜひこの機会にご
来場ください。

29 大塚清子カラオケ教室 発表会
♦料金

30 第６回 ベビーカーコンサート in 北区

（火）♦開場 10：00 ♦開演 10：40

無料

♦問い合わせ先

シュニー音楽教室
070-6948-8995（柴山）

048-767-8907（山内）

（月）♦開場 9：30 ♦開演 10：00

オーケストラ K
090-5230-8676（小出）

♦料金
大塚カラオケ教室

一般 500 円／未就学児・障がい者無料

♦問い合わせ先

048-684-6527（斎藤）

子育て応援 みに北会
090-4926-3535（矢崎）

私達は健康で楽しい毎日が送れるよう、カラオケを見沼区、
浦和区、大宮区の計６ヶ所で、月２回練習をしております。
カラオケは認知症予防に良いと云われています。興味ある人
は担当斎藤まで連絡ください。

０歳児でも参加できます！泣いても、騒いでも大丈夫！ベビー
カーはロビーに置けます。おむつ替え・授乳室もあります。
子どもさんのご都合等による、申込キャンセルは当日までに
メール連絡くだされば自由です。（無料）

6

多目的ルーム

（土）

14 アフタヌーンコンサート（発表会）

（日）♦開場 13：30 ♦開演 14：00
♦料金

無料

♦問い合わせ先

21 BopLife サックス教室発表会

（日）♦開場 14：30 ♦開演 14：45
♦料金

080-5693-3739（牧田）

無料

♦問い合わせ先

Java music
090-2731-9840（髙橋）

老若男女、小学 2 年生から 83 才の JAZZ 弾き語りまで、 日頃の練習の成果を生徒さん全員が発揮します。
幅広い年齢層が出演する発表会。当日は打楽器のサポートも 是非見にいらしてください。
入って楽しいコンサートになるでしょう。
ご自由にご覧ください。

裏面にはノースギャラリー
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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ノースギャラリー
6

（土）

北区子育て応援フェア

7 〜 10 うめざわ絵画教室 コレクション展
（日〜水）

◆時間

10：00 ～ 15：00

◆時間

11：00 ～ 15：00（最終日 14：00 まで）

◆会場

ノースギャラリー 1 ～ 7

◆会場

ノースギャラリー 7

◆料金

無料

◆料金

無料

◆問い合わせ先

北区役所 支援課

◆問い合わせ先

うめざわ絵画工芸教室
090-7248-7252（梅澤）

048-669-6061（佐藤）

北区内の子育て情報を発信するフェアを開催します。
絵画塾始めて 30 年、現代美術を中心に油絵、水彩、版画、
保育施設入所相談のほか、子どもたちが遊べるコーナーを用 ミクストメディア、半立体作品等収集してきました。今回数
意しています。
百点に及ぶ作品の中から 30 点を展示します。
ぜひご来場ください。

7 〜 11 第 12 回作品展 ちぎり絵教室・絵画教室
（日〜木）
◆時間

10：00 ～ 16：00（初日 12：30 から）

◆会場

ノースギャラリー 8

◆料金

無料

◆問い合わせ先

048-668-5513（中村）

本作品展では、約 20 名のメンバーが制作したちぎり絵、絵
画作品を 2 年に 1 回発表しています。皆さん楽しみながらマ
イペースでお稽古を続けており、27 年になる方もおられま
す。ぜひ皆の力作をご覧ください。

7 〜 9 越知毅・左手による一日一絵展
（日〜火）
◆時間

11：00 ～ 16：00

（初日 14：00 ～ 17：00）

7 〜 12 第 8 回デジカメ一眼写真教室作品展
（日〜金） 【季節の移ろいを撮る】

◆時間 10：00 ～ 17：00
（初日 13：00 から／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 よみうりカルチャー大宮
090-8345-6251（三輪）

初心者からベテランまで、デジカメ一眼で、写真を楽しく学
ぶ仲間の作品展です。様々な撮影環境の中で、それぞれが創
意工夫を凝らして撮影した成果を、どうぞご高覧いただけれ
ば幸いです。講師 田中洋一

26 〜 28 歯・口の健康に関する図画・ポスター作品展示
（金〜日）
◆時間

9：00 ～ 17：00（最終日 14：30 まで）

◆会場

ノースギャラリー 1 ～ 7

◆会場

ノースギャラリー 3

◆料金

無料

◆料金

無料

◆問い合わせ先

◆問い合わせ先

048-623-6351（越知）

さいたま市教育委員会

健康教育課

048-829-1679（小池田）

脳出血で倒れ 24 年が経った。言葉の代わりに絵で伝える訓 さいたま市立の小・中学校に通う児童生徒が描いた、歯・口
練として始めた模写が、いつしか生の花を鉛筆で色鉛筆で透 の健康づくりに関する図画・ポスターの優秀作品を展示して
明水彩で描くと進化し今日に至った。自由な心と左手で描い います。
た花達が、何を語ってくれるだろうか？

26

親子サークル作品展
（金） ～ハッピーハロウィン！！～
◆時間

13：30 ～ 16：00

◆会場

ノースギャラリー 8

◆料金

無料

◆問い合わせ先

今月もいろいろな催し物が
開催されます！楽しみ♪

親子サークル Cookie＆Baby♪
090-4838-7368（内田）

親子サークル「クッキー＆ベビー♪」がついに今年、作品展
を開催することになりました！ハロウィンをテーマにした手
型アートや作品を展示しています。ぜひ遊びにいらしてくだ
さい。

ノースケくん

※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。

