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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
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Do ！素人吹き自慢大会 2018

（土） トランペットウィンターコンサート
♦開場 12：00
♦開演 12：30
♦料金 無料
♦問い合わせ先 オリパパとトランペットが吹き隊
048-261-1580（伏見）

トランペット演奏だけのユニークな団体、大宮隊、世田谷
隊、ときがわ隊による合同の吹き自慢大会です。トランペッ
トをこよなく愛する小学生からおじいちゃんまで総勢 70
名による情熱あふれる演奏をお楽しみください！

23 Music Festival 2018

（日）
♦開場 12：10
♦開演 12：30
♦料金 無料
♦問い合わせ先 ぽこあぽこ音楽教室
090-8038-5689（三郎丸）

ピアノ、ヴァイオリン、チェロ、声楽で奏でる、Music
Festival 2018 ！お気がるにお立ち寄りください。
楽しい演奏会です！！皆さんのお越しをお待ちしていま
す。

25 大宮商業高校吹奏楽部 第 4 回 定期演奏会

（火）
♦開場 13：00
♦開演 13：30
♦料金 無料
♦問い合わせ先 大宮商業高校
048-683-0674（岡安）

大宮商業高校吹奏楽部は部員 17 名と少人数ですが、毎日
明るく元気に活動しています。今年の定期演奏会はクラ
シック・ディズニー・ポップスを取り揃え、皆様に楽しん
でいただける演奏をめざして全員で頑張ります！

プラザノースに
遊びに来てね！

プララちゃん

6

多目的ルーム

（土）

クリスマス感謝祭 イングリッシュハンドベルコンサート 15
おしだ音楽教室クリスマス会
健康講話（免疫力アップで健康寿命を延そう）
（土）
（火） 提供 Naris cosmetics

11

♦開場 18：30
♦開演 18：45
♦料金 1,500 円
♦問い合わせ先 Naris cosmetics
090-9148-3531（佐藤）

イングリッシュハンドベルクリスマスコンサートです。
健康寿命を延ばす為に免疫力アップ。宮古島ビデンスピ
ローサのお話です。心も身体も癒されてくださいね。
すてきな一夜をお楽しみください。

♦開場 13：45
♦開演 14：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 おしだ音楽教室
048-687-0157（押田）

毎年生徒さんや保護者の方が楽しみにしているクリスマス
会。生徒さんのピアノソロ、未就学児による連弾、低学年、
高学年生の合奏、パパママハンドベル合奏、その他ゲーム
やプレゼント交換など。

25 クリスマスコンサート

（火）
♦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）

今月も色々な催し物が
たくさん開催されます！

宮原駅西口にありますともだピアノ教室です。教室の生徒
さんによる、ピアノソロ・連弾のコンサートを開催致しま
す。皆でクリスマスを楽しく過ごしませんか？ぜひお気軽
にお越しください。
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。
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ノースギャラリー

5 〜 7 第 18 回さいたま市シルバー作品展示会
（水〜金）
◆会場 ノースギャラリー 1 ～ 8
◆時間 9：30 ～ 17：00（最終日 12：00 まで）
◆料金 無料
◆問い合わせ先 大宮区役所 高齢介護課 高齢福祉係
048-646-3067

18 〜 25 アキアナ カラマリック プリント展
（火〜火）
◆会場 ノースギャラリー 6
◆時間 10：00 ～ 18：00（最終日 16：00 まで）
◆料金 無料
◆問い合わせ先 プリント展実行委員会
0285-45-6013（熱田）

さいたま市西・北・大宮・見沼・岩槻区在住の 60 歳以上 米国人天才画家アキアナ・カラマリックの複製画展を国内
ファン有志が開催することになりました。
の方たちの書・絵画・写真などの作品を展示します。
彼女の 4 才から 24 才までの作品を展示いたします。
是非ご来場ください。
この機会に彼女の美しい作品の数々をご覧ください。

ノースギャラリー・ホール
みんなで紡ぐファッション

—障害者アート展・コンサートをとおして—

テーマ：元気・本気・やる気

第 10 回織の音コンサート

第１1 回織っこたちのゼロ展
◆会場 ノースギャラリー 1 ～ 5
◆期間 12/13（木）～ 12/19（水）
◆時間 10：00 ～ 16：00
◆料金 無料
◆問い合わせ先 NPO 法人織の音アート・福祉協会
048-776-9882（金）
「平成 30 年度オール埼玉で彩る文化プログラム公募事業・beyond2020
プログラム認証事業」の交付を受け開催されるアート展である。障害者に対
する創作活動のサポートやアート的な空間及び発表の場を提供。地域住民に
は障害者アート及び日本伝統文化（織り・絹）にふれ合う機会を提供。

♦会場 ホール
♦公演日 12/15（土）
♦開場 13：15 ♦開演 13：30
♦料金 無料
♦問い合わせ先 NPO 法人織の音アート・福祉協会
048-776-9882（金）

①織の音手織り研究会と仲間達によるファッションショー
②織の音の応援団のパフォーマンス。いろいろなジャンル
の音楽を楽しむアットホームなコンサートです。
ぜひ鑑賞にいらしてください。

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 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

開演 10：30

【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

◆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。

