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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。

6

ホール

（土）

9

レインボー ふれあい コンサート

（金）
♦開場 11：30
♦開演 12：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 坂根京子ハーモニカ教室
048-721-1564（川口）

11 うえのピアノ音楽教室 発表会

（日）
♦開場 12：30
♦開演 13：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 うえのピアノ音楽教室
080-3369-0824（秋山）

坂根ハーモニカ教室は、さいたま市、上尾市、伊奈町を活 2 年に 1 度のピアノ教室の発表会です。
動の拠点とする 12 のグループを持つハーモニカ教室で ソロあり、連弾あり、クラシックのみならず、生徒自身の
す。独奏、アンサンブル、プロ奏者を含む構成でハーモニ 好きな曲を一生懸命弾きます。
カの音色を楽しんでいただけます。

23 たのしいコンサート 清水邦子とその仲間たち

（金・祝）

♦開場 13：30
♦開演 14：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 清水邦子とその仲間たち
048-663-5518（清水）

24 第 6 回 バレエ スタジオ MA CHERIE 発表会

（土）
♦開場 16：00
♦開演 16：30
♦料金 無料
♦問い合わせ先 バレエ スタジオ MA CHERIE
080-3007-0542（名越）

女声合唱、ピアノ独奏、連弾、独唱、フルート独奏などバ 私たち、バレエ MA CHERIE は岩槻区で活動しているバ
ラエティーに富んだプログラムの発表会「たのしいコン レエの団体です。今年で 10 周年を迎え、第 6 回目の発
表会を行う事になりました。ご興味がおありの皆様、どう
サート」です。
ぞお気軽にお越しください。お待ちしています！

30 オカリーナ ゆきの会 メリリーコンサート

（金） 第 10 回定期発表会
♦開場 10：00
♦開演 10：20
♦料金 無料
♦問い合わせ先 オカリーナ ゆきの会
048-728-8137（樋口）

今月も色々な催し物が
たくさん開催されます！

会員の一人一人が、自分の技術と感性を磨き、濃密な練習
を経て演奏を作ってきました。オカリナ特有の「優しく、
透き通った、心地良い響き」をお届けします。
皆様、お誘い合わせのうえご来場ください。
ノースケくん

6

多目的ルーム

（土）

18 ピアノでお話し ファミリーコンサート

21 小暮浩史ギターリサイタル

こんにちは！ピアニスト夏目恭宏・友田有香による、ピア
ノ連弾のコンサートです。後半は田中華苗さんのお話しと
一緒に楽しいクラシック音楽をお届けします。赤ちゃんか
ら大人まで皆様でお聴き頂けます。

あの東京国際ギターコンクール（2017）の優勝者、小暮
浩史さんのリサイタルを開催いたします。自身の悲願を果
たした優勝から 1 年。満を持しての登場です。世界トッ
プレベルの演奏をぜひ間近にお楽しみください。

（水）
（日）
♦開場 18：45
♦開演 19：15
♦開場 14：00
♦開演 14：30
♦料金 1,000 円 ※3 歳未満でおひざに抱いたお子様は無料
♦料金 一般 3,000 円／学生 2,000 円
♦問い合わせ先 ともだピアノ教室
♦問い合わせ先 山内ギター教室
090-8747-0264（友田）
048-767-8907（山内）

※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

16・17 リアンフルールのクリスマスパーティー 2018♪ 17・18 第 9 回サークル釉遊作品展
（土・日）
（金・土）
◆会場 ノースギャラリー 6
◆時間 10：30 ～ 15：30
◆料金 無料 （ワークショップは有料）
◆問い合わせ先 050-6866-2095（山岡）

◆会場 ノースギャラリー 8
◆時間 10：00 ～ 17：00（最終日 16：00 まで）
◆料金 無料
◆問い合わせ先 サークル釉遊
090-5055-6872（野山）

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 サークル釉遊はプラザノースを拠点とする陶芸サークルで
いるリアンフルールです。昨年も大変ご好評でしたワーク す。月 3 回活動しています。個性豊かな作品を展示しま
すので、ぜひ御高覧ください。
ショップ＆お花の展示会を開催させていただきます♪
親子でのご参加も大歓迎です！お子様にはお土産も♡

19 〜 25 2018 さいたま市民文化祭
（月〜日） 第 7 回さいたまヌーベルバーグ写真展
◆会場 ノースギャラリー 1 ～ 7
◆時間 10：00 ～ 18：00（最終日 17：00 まで）
◆料金 無料
◆問い合わせ先 さいたまヌーベルバーグ写真集団
080-5035-6395（天野）

表面にはホール・多目的ルームの
催し物が載っています！

“さいたまから写真表現の「新しい波」を発信しようとす
る写真展”として、今回で 7 回展です。回を重ねる毎に
出品者個々の意識が高まり、充実した展覧会になっており
ます。今回も乞うご期待！！

プララちゃん

ノースギャラリー・ホール・CG アトリエ・和室
さいたま市文化協会 第 10 回 文化フェスティバル
【展示】
◆会場
◆期間
◆時間
◆料金

ノースギャラリー 1 ～ 7
11/29（木）～ 12/2（日）
10：00 ～ 17：00（最終日 16：00 まで）
無料

【発表】
◆会場
◆期間
◆時間
◆料金

ホール
12/2（日）
開場 10：00
無料

【煎茶席】
◆会場
◆期間
◆時間
◆料金

CG アトリエ
12/2（日）
10：00 ～ 15：00（先着 200 名）
無料

開演 10：30

【小学生茶道体験教室】
◆会場 和室
◆期間 12/2（日）
◆時間 10：３0 ～
◆料金 500 円 ※事前申込制
◆申込方法 往復はがきにて住所・氏名・学年・
電話番号を明記の上お申し込み下さい。
（11/15 まで）
小学生対象（定員 18 名）
◆申込先 さいたま市文化協会（市民会館おおみや内）
〒330-0844
さいたま市大宮区下町 3-47-8

◆問い合わせ先

さいたま市文化協会 事務局
048-641-6131（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。

