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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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おぐまピアノ教室 発表会

（日）

10

（日）

スケルツォ

Scherzo Piano Concert
♦開場 12：30 ♦開演 13：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 ピアノの会
048-643-0934（小林）

♦開場 ①10：15 ／②13：00
♦開演 ①10：30 ／②13：30
♦料金 無料
♦問い合わせ先 048-717-4121（小熊）

年齢やレベル、障がいの有無に関わらず、ピアノや音楽が さいたま市で 20 年以上活動しているピアノの会です。
好きな方がたくさん通う教室です。こどもから大人まで約 ソロと連弾で、ロマン派や近代等のクラシック音楽を演奏
40 名の演奏をお聴きいただけます。どなたでも入場いた します。
だけますので、気軽にお立ち寄りください。

16 第 8 回トライフルコンサートフリースタイル

（土）

♦開場
♦料金

14：30 ♦開演 15：00
A（一般）2,000 円
S（障がいのある方または介助者）各 1,000 円
※障がいのある方 1 人につき介助者 1 人まで

♦問い合わせ先

17 山内 淳 ギター・リサイタル

（日）

トライフル
080-5693-3739（牧田）

障がいのある人と共に楽しむトライフルコンサート。
2010 年から開催、今年で第 8 回を迎えます。本物の音
楽を聴きたい、聴かせたい、誰でもが来れるコンサート。
障がいがあってもなくても楽しめるコンサートです！

～「古典的」名作たち～

♦開場 13：30 ♦開演 14：00
♦料金 前売り 2,500 円／当日 2,800 円
♦問い合わせ先 山内ギター教室
048-767-8907（山内）

クラシック・ギターの魅力を存分に味わっていただけるコ
ンサートです。今回は「古典的」名作たちと題して、クラシッ
ク・ギターのための古今の作品をじっくり聴いていただき
ます。初めての方もぜひどうぞ！

22 第 20 回 キーボード・ひまわり会

（金）

ハートフル記念コンサート

♦開場 13：30 ♦開演 13：40
♦料金 無料
♦問い合わせ先 ひまわり会
048-653-6833

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！

こんにちは、キーボードひまわり会です。ハートフルコン
サートも第 20 回を迎える事が出来ました。音楽に熱い思
いで集った仲間が弾きたい曲を持ち寄り練習してまいりま
した。仲間同志のアンサンブルも是非お聴きください。

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

10 第 18 回 アーリーサマーコンサート

（日）
♦開場 13：00 ♦開演 13：20
♦料金 無料
♦問い合わせ先 あかね音楽教室
048-687-0924（川口）

見沼区のあかね音楽教室でピアノを学ぶ生徒による発表会
です。今年のテーマは「名曲を弾こう」。ソプラノとピア
ノのゲストをお迎えしてミニ・コンサートを行います。古
今東西の「名曲」の数々をお楽しみください。

23 サックス隊 第 5 回 夏の吹き自慢大会

（土）
♦開場 12：45 ♦開演 13：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 ザッキー＆メグムンとサックスが吹き隊
080-2249-0505（渋澤）

サックス隊は年齢に関係なく参加できる「町の部活動」を
目指し、年 2 回の『吹き自慢』（発表会）＆イベントで演
奏活動をしています。当日は、多彩なジャンルの曲をサッ
クスのソロやグループで演奏します。

30 ともだピアノ教室 Piano Concert

（土）
♦開場 13：40 ♦開演 14：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 ともだピアノ教室
090-8747-0264（友田）

こんにちは！宮原駅西口にありますともだピアノ教室で
す。年中さんから高校生までの生徒さんが日頃の成果を発
表するコンサートです。ソロや連弾の他、ゲスト演奏もあ
ります。どなた様でもお聴き頂けます！

ノースギャラリー

9・10 第 68 回 日本盆栽教室連盟生徒作品展示会 13 〜 19 第 20 回 すみれフォトクラブ写真展
（水〜火） （第 20 回記念展）
（土・日）
◆時間 9：00 ～ 16：00（最終日 14：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 1 ～ 7
◆料金 無料
◆問い合わせ先 日本盆栽教室連盟
048-663-3899（佐藤）

生徒作品展示会

13 〜 18 ポジャギ展「布と針と私たち 2」
（水〜月）
◆時間 11：00 ～ 18：00（最終日 15：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 8
◆料金 無料
◆問い合わせ先 ポジャギサークル 絲虹－しほん
090-6152-6088（品田）

◆時間 10：00 ～ 17：00（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 すみれフォトクラブ
048-775-3301（大坪）

すみれの写真はスナップ系が多く、どなたでも楽しめます。
特に今年は 20 回目にあたり、組写真や単写真の他に、今
日まで撮りためた写真の中から厳選したものを展示致しま
す。皆様のお越しをお待ちしております。

16 〜 19 土と炎と祈りⅢ（陶芸と仏画）
（土〜火）
◆時間 10：00 ～ 17：00（最終日 14：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 6・7
◆料金 無料
◆問い合わせ先 渡邉
0480-52-6006

ポジャギサークル絲虹（しほん）の第 2 回作品展です。 フロアー展示担当の陶芸と、壁面担当の仏画の皆さんが
暮らしを彩るポジャギに加え、額縁のポジャギも見どころ こつこつ作り上げた作品です。ぜひ見に来てください。
です。ご自由に体験できるワークスペースも設けています。（仏画無料体験会）初心者向け、16 ～ 17 日午後 1 時～ 3 時、
1 日 6 名程。色紙に観音様のお顔を墨で筆描きします。
※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。

