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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。
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オータムコンサート
～大人のピアノ交流会～

（月・祝） 音楽教室 Music Friends Vol.11

◆開場 12：45 ◆開演 13：00
◆料金 無料
◆問い合わせ先 080-3502-9402（石川）

◆開場 13：40 ◆開演 14：00
◆料金 無料
◆問い合わせ先 音楽教室ミュージックフレンズ
090-8519-9423（中井）

いつか弾いてみたかった憧れのピアノ。大人になってから
習い始めました。まさか！この歳でステージ発表する日が
くるなんて！！初心者ですが心を込めて演奏いたします。
どうぞ、あたたかい気持ちでお聴きください。

幼児～シルバーまで、エレクトーン・ピアノ・キーボード
の発表会です。Ⅰ部はソロ演奏、Ⅱ部はアンサンブル♪ディ
ズニーや J ポップ、懐かしのフォークからジャズまでお馴
染の曲がたくさん！ぜひお立ち寄りください。

22 田中美知子門下ジャズダンス発表会

28 さいたまキーボードフェスティバル
響コンサート 2019

（日）

（土）

◆開場 13：30 ◆開演 14：00
◆料金 999 円（前売・当日共）
◆問い合わせ先 大宮ピルエット 他
048-644-5135（田中）

◆開場 11：50 ◆開演 12：10
◆料金 無料
◆問い合わせ先 浦和サンデーキーボードクラブ
048-887-2433（佐藤）

市内、近郊で活動するジャズダンスサークルの発表会です。
2 年ぶりの今回は、小学 1 ～ 3 年生も踊ります。
聞き覚えのあるポップスやロックにのせて、楽しい舞台を
お届けします。是非ご来場くださいませ。

多目的ルーム
8

（日）

大宮フィルハーモニー管弦楽団
第６回 プロムナードコンサート

電子キーボードは音色と和音とリズムの三拍子そろった鍵
盤楽器です。自動伴奏機能付きなので様々な音楽の演奏が
楽しめます。今回は、総勢 40 人によるキーボード演奏の
大饗宴です。多数のご来場をお待ちしています。

21 絵ん JOY 倶楽部コンサート

（土）

◆開場 13：00 ◆開演 13：30
◆料金 無料
◆問い合わせ先 大宮フィルハーモニー管弦楽団 事務局
048-686-1816（小西）

第一部は、フィンランディアや剣の舞など有名なクラシッ
ク曲とポピュラー曲をオーケストラで演奏します。
第二部は、四重奏、八重奏、ソロなど各楽器の特徴がよく
わかるアンサンブル演奏をお楽しみ頂けます。

◆開場 13：00 ◆開演 13：30
◆料金 一般 800 円、
障がいのある方 1 名につき介助者 1 名まで各 500 円
◆問い合わせ先 絵ん JOY 倶楽部
090-8259-4583（針生）

坂田和美＝絵ん JOY 倶楽部が贈るコンサート！楽しく心
温まる内容盛り沢山です。同じフロア—のギャラリー 1・
2 にて「かづみと仲間たち展」同時開催。9/18（水）～
9/21（土）まで。コンサートの前にぜひご覧ください。
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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

8/30 〜 9/1

（金〜日） 展示会プラフェス
◆時間 10：00 ～ 16：00
◆会場 ノースギャラリー 1 ～ 7
◆料金 1,000 円（未就学児無料）
◆問い合わせ先 050-3628-1590（松岡）

5 〜 10 第 48 回高風会選抜展
（木〜火）
◆時間

10：00 ～ 17：00

◆会場

ノースギャラリー 5 ～ 7

◆料金

無料

◆問い合わせ先

※9 日（月）は閉場

高風会
0480-61-4145（今泉）

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 本展は高風会役員及び新人書家の作品発表の場で個性ある独
ら大人まで楽しめる体験型の展示会です。ご家族、ご友人 創性豊かな作品が展示されております。
ご高覧いただければ幸甚です。
をお誘いの上、お気軽に来場ください。

13 〜 18 公募 たぶろう美術協会 埼玉支部展
（金〜水）
◆時間

10：00 ～ 18：00（最終日 15：00 まで）

◆会場

ノースギャラリー 5・6

◆料金

無料

◆問い合わせ先

たぶろう美術協会 埼玉支部 支部長
090-8810-7331（比嘉）

18 〜 21 かづみと仲間たち展
（水〜土）

◆時間 10：00 ～ 18：00
（初日 12：00 から / 最終日 16：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 1・2
◆料金 無料
◆問い合わせ先 絵ん JOY 倶楽部
090-8259-4583（針生）

たぶろうとはフランス語で絵・絵画の意。一般公募作品と、 楽しく心温まる内容盛り沢山です。同じフロアの多目的ルー
たぶろう埼玉支部会員の情熱あふれる作品を展示します。公 ムにて 9/21（土）13 時 30 分から「絵ん JOY 倶楽部コンサー
募出品希望者は 8 月 31 日までに、埼玉支部長、比嘉美津子 ト」開催。コンサートの前にぜひご覧ください。
までお問合せください。

28・29 科学展 南部地区展（高校の部）
（土・日）

◆時間 9：00 ～ 17：00（最終日 13：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 1・2
◆料金 無料
◆問い合わせ先 埼玉県高等学校理化研究会
南部支部幹事（与野高校）
048-852-4505（石井）

埼玉県南部の高校生たちが、日頃の科学研究の成果を発表す
るパネル展示です。物理化学地学動物植物など、多岐にわた
るテーマに挑んだユニークな研究が多数発表されます。優秀
作品は、県の中央展に推薦されます。

28 〜 30 うめざわみちこ展
（土〜月）
◆時間

10：00 ～ 15：00（最終日 14：00 まで）

◆会場

ノースギャラリー 7

◆料金

無料

◆問い合わせ先

28・29 MOA 美術館さいたま児童作品展
（土・日）
◆時間

10：00 ～ 17：00（最終日 16：00 まで）

◆会場

ノースギャラリー 3 ～ 6

◆料金

無料

◆問い合わせ先

MOA 美術館さいたま児童作品展実行委員会

048-788-2186（細川）

MOA 美術館が全国約 400 会場で取組んでいる児童作品展
です。その中の一会場である当作品展は、さいたま市内の小
学生からの応募作品で優秀と選ばれた作品を展示しています。
どうぞご家族でご覧ください。

表面にはホール・多目的ルームの
催し物が載っています！

うめざわ絵画教室
090-7248-7252（梅澤）

手描きイラストや P.C 加工した POST カード作りを楽しん
でます。
プララちゃん

