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催 し 物 ガ イ ド

音楽

ダンス・バレエ

講演

月

演劇・落語 など

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。
掲載をご希望の方は、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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（水・祝）

りぼんコンサート
◆開場 12：30 ◆開演 13：00
◆料金 無料
◆問い合わせ先 おんがく屋ほん歩
090-1405-2709（後藤）
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第 7 回 Yuuki Ballet Studio 発表会

（土・祝）

◆開場 15：30 ◆開演 16：00
◆料金 無料
◆問い合わせ先 Yuuki Ballet Studio
048-871-7007（田中）
メールアドレス：you-can.lalala@docomo.ne.jp

障がい者も健常者も関係なくいっしょに歌い音を奏でるコ 宮原町 2 丁目にあります、クラシックバレエスタジオの
ンサートです。会場ひとつになって音楽を楽しみましょ 発表会です。今年で 7 回目になります。踊る事が大好き
う！！
な 3 才～大人までの生徒が華やかに一生懸命踊ります。
お気軽に観に来てください。
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（日・祝）

こどもの日ファミリーコンサート
◆開場
◆料金

13：30 ◆開演 14：00
一般 4,000 円／一般前売り 3,500 円
中高生 2,000 円／小学生 1,500 円
◆問い合わせ先 トモキヨ音楽院
048-774-0087

国内音楽界で活躍する声楽家友清和親とヴァイオリニスト
中島ゆみ子ファミリーのジョイントコンサート。テノール
ショー、弦楽器アンサンブル、そしてモーツァルトの大人
気オペラ「魔笛」（抜粋）を楽しく演奏します。

19 第 13 回筝曲掬穂会 演奏会

（日）

◆開場 13：00 ◆開演 13：30
◆料金 無料
◆問い合わせ先 筝曲掬穂会
048-642-1889（小林）

11 第 16 回 フラ・ココナッツ 発表会

（土）

◆開場 12：00 ◆開演 12：30
◆料金 無料
◆問い合わせ先 フラ・ココナッツ
048-663-3165（田辺）

第 16 回の発表会を迎える事が出来ました。今年も、沢
山々々練習しました。でも、なかなかうまくいかない所は、
どうぞ、お許しいただきまして、お楽しみくださいませ。尚、
ご意見などありましたら、お聞かせください。

25 さいたまホルンの会
第 15 回“集い”

（土）

◆開場 13：00 ◆開演 13：30
◆料金 無料
◆問い合わせ先 さいたまホルンの会
090-6347-9825（飯島）

日本の伝統音楽である筝・三絃・尺八の競演。古曲・現代 「さいたまホルンの会」ではプロ・アマチュアを問わず埼
曲の独奏、合奏を合わせて 13 曲演奏します。
玉に縁のあるホルンを愛する方々が集まって、アンサンブ
尺八賛助出演：田辺頌山、田辺恵山、小松華山、吉田衡山、 ルを楽しんでいます。年に一度の集大成イベントを 5 月
鈴木覧山・出演：小林掬穂、掬穂会会員です。
に催す他、市のイベント等にも参加しています。
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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。
掲載をご希望の方は、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。

ノースギャラリー
4/27 〜 5/2
第 22 回 野地絵画教室 作品展
（土〜木）

4/27 〜 5/3
中国書画展
（土〜金・祝）

◆時間 10：00 ～ 17：00（初日 13：00 から）
◆会場 ノースギャラリー 3 ～ 6
◆料金 無料
◆問い合わせ先 野地絵画教室
048-685-2055（野地）

◆時間

9：30 ～ 18：00
（初日 13：00 から／最終日 17：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 7
◆料金 無料
◆問い合わせ先 090-5396-1158（青栁）

第 22 回野地絵画教室作品展を行います。幼稚園から高校 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。
生まで 50 名の作品展です。
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
月 2 回、1 年間に制作した、油絵、水彩画、版画、デッサン、 を作り、その内側に色を重ねて埋めていきます。とても繊
工作、砂絵などの作品の数々をぜひご覧ください。
細で色彩が豊富な写実的な絵画です。

5/5・6 赤ちゃん シンデレラ 王子様
（日・祝〜月） キャンペーン写真展

5/11・12
展示会プラフェス
（土・日）

◆時間 10：00 ～ 18：00（最終日 17：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 4 ～ 7
◆料金 無料
◆問い合わせ先 株式会社 加藤写真
049-222-1689（斉藤）

◆時間 10：00 ～ 16：00
◆会場 ノースギャラリー 1・2
◆料金 1,000 円（未就学児無料）
◆問い合わせ先 080-6562-8335（松岡）

写真スタジオ「フォトガーデン・キラリ」の企画にご参加 鉄道玩具を走らせられる展示会をはじめました。子どもか
頂いたお子様の写真展示会です。さらに、七五三相談会、 ら大人まで楽しめる体験型の展示会です。ご家族、ご友人
お子様向けヘアメイク体験、限定フォトブースも同時開 をお誘いの上、お気軽に来場ください。
催！当日はどなたでも自由にご参加頂けます。

5/11・12 いけばな小原流 大宮支部地区花展
（土・日）「花だより」
◆時間 10：00 ～ 18：00（最終日 17：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 6・7
◆料金 無料
◆問い合わせ先 いけばな小原流 大宮支部
048-686-7387（島）

花、春、爛漫の季節、小原流いけばな展で貴方の「いやし花」
を見つけてみませんか。
小学生無料体験（12 日午前 11 時～ 先着 20 名まで）
皆様のお越しをお待ちしております。

多目的ルーム
6

（月）

サックス隊 第 7 回春の吹き自慢大会

◆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
080-1198-9264（利根川）

サックス隊は、宮崎真一、各川芽お二人の先生のご指導の
もと老若男女 40 人でサックスの演奏を楽しんでいます。
発表会では、ジャズ、ポピュラー、懐メロ、クラシックな
ど様々なジャンルの音楽をお楽しみください。

