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催 し 物 ガ イ ド

音楽

ダンス・バレエ

講演

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。

合同作品展

ホール・多目的ルーム
63

（金）
（土）

おはなしコンサート
♦会場 ホール
♦開場 10：15 ♦開演 10：45
♦料金 大人 700 円／子ども（小学生以下）300 円／ひざ上無料
♦問い合わせ先 平田
048-645-7025
herb33concert@gmail.com

5

Live in mose 2017

（日）

関連イベント

8

♦会場 多目的ルーム
♦開場 13：30 ♦開演 14：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 mose（モーゼ）音楽スクール
048-729-4454（小川）

大きなスクリーンに絵本を上映しながら、お話と音楽を親子一緒に ・大宮にある「mose（モーゼ）音楽スクール」の生徒の発表会。前半
楽しめるコンサートです。ピアノ・歌・口笛・たくさんの打楽器も は、小学生の発表、後半は大人の生徒の発表です。ピアノ、歌、朗読
登場します。口笛は世界大会優勝者の演奏です !
の発表を行います。全席自由席です。お気軽にご覧ください。

（土）

7
12

コール マーガレット スプリングコンサート
♦会場 ホール
♦開場 14：30 ♦開演 15：00
♦料金 無料（要チケット）
♦問い合わせ先 内ヶ崎
038mg163@gmail.com

9159 埼玉県立大宮光陵高等学校 書道科 第 21 回卒業論文発表会

・（土）
（水）

♦会場 ホール
♦開場 15 日（水）14：40 ／ 16 日（木）・17 日（金）9：50
17 ♦開演 15 日（水）14：50 ／ 16 日（木）・17 日（金）10：00
（金） ♦料金 無料
♦問い合わせ先 埼玉県立大宮光陵高等学校 書道科
048-622-1277（宮島）

〜

（日）

音楽に包まれるひととき一冬の寒さで縮こまった心を癒しませんか ? 書道科 3 年生 40 名が一年間をかけて書道に関する研究を行ってきま
ホールは春爛漫♡コーラスとピアノが春を届けますよ。県内コンクー した。卒業論文としてまとめたものを、要約して発表します。
ルで数多く入賞しているマーガレットの演奏を是非聴きにお出でくだ
さい♪

16 埼玉県立大宮光陵高等学校 第 67 回 特別講座 24 西村 翔太郎 ピアノリサイタル

（木）

♦会場 ホール
♦開場 14：50 ♦開演 15：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 埼玉県立大宮光陵高等学校 書道科
048-622-1277（宮島）

（金）

♦会場
♦開場
♦料金

ホール
18：30

♦開演

19：00

一般前売 1,500 円／一般当日 2,000 円
／学生 1,000 円（25 歳以下の学生）

♦問い合わせ先

西村
shotaronishimura.piano@gmail.com

文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官（東京学芸大学教 東京芸術大学で学んだ 6 年間の集大成としてリサイタルをさせていた
授）の加藤泰弘先生を講師にお迎えし、講演会を行います。
だきます。バッハ、ベートーヴェン、ムソルグスキーの名曲を誠心誠
意を込めて演奏します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

26 グループ gioia による スプリングコンサート

（日）

♦会場 ホール
♦開場 13：00 ♦開演 13：15
♦料金 無料
♦問い合わせ先 グループ gioia
048-672-5655（中井）

（木）

23
26 さいたまシティジュニアコーラス 2nd コンサート

（日）
（土）

♦会場 ホール
♦開場 18：30 ♦開演 19：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 越後
080-1049-0072

音楽する喜びをピアノや歌で表現します。ソロ・連弾・重唱、小学生 ジュニアコーラスの Concert です。年中から高校生まで年齢や学校を
超えた 46 名の仲間が、ジブリの曲などジュニアならではの一緒に楽し
から大人までのそれぞれ個性豊かな演奏をお聴きください。
めるプログラムを用意してお待ちしています。是非ご来場ください。
wingsjr2011.web.fc2.com/

※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（048-653-9255）までお問い合わせください。
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国際漫画フェスティバル・インさいたま 2014

合同作品展
29 さいたま市立植竹中学校ギター部
28 宮原中学校合唱部
スプリングコンサート 2017
定期演奏会
2014 さいたま市ユーモアフォトコンテスト

（火）

（水）

♦会場 ホール
♦開場 13：30 ♦開演 14：00
6 ♦料金 無料（※但し、当日は整理券をお持ちの方から優先してご入場いただけます。）
（土）
♦問い合わせ先 さいたま市立宮原中学校 合唱部
048-663-0961（津田）

♦会場 ホール
♦開場 13：30 ♦開演 14：00
♦料金 無料
♦問い合わせ先 さいたま市立植竹中学校
048-663-2115（古家）

毎年 3 月に行うスプリングコンサート。今年は 3 度目にして初のプ 毎年、プラザノースで定期演奏会を開催させていただいております、
ラザノース公演になりました。今年のテーマは「心から溢れるもの」。植竹中学校ギター部です。１・２年生合わせて 65 名が、心を込めて
演奏いたします。クラシックギターの素敵な音色を、是非聴きにいら
総勢 80 名による心からの演奏をぜひお楽しみください。
してください♪

関連イベント
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ノースギャラリー

（土）

・

アトリエいろは 作品展
◆期間 3/11（土）・3/12（日）
◆時間 10：00 ～ 17：00（最終日 16：30 まで）
◆会場 ノースギャラリー 6・7
◆料金 無料
◆問い合わせ先 アトリエいろは
048-782-7270（中條）

埼玉県立大宮光陵高等学校 第 23 回 書道科展
◆期間 3/15（水）～ 3/19（日）
◆時間 9：00 ～ 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 ～ 7
◆料金 無料
◆問い合わせ先 埼玉県立大宮光陵高等学校 書道科
048-622-1277（宮島）

子どもの絵画・工作の展示です。
埼玉県立大宮光陵高等学校には全国初の書道科があります。書道科の
どなたでもお気軽にご参加いただける工作コーナーもご用意してお 生徒 117 名による 195 点の作品を展示します。
待ちしております。

27

全日本写真連盟 SKP 支部第４回写真展
◆期間 3/21（火）～ 3/26（日）
◆時間 10：00 ～ 18：00（最終日 16：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 2 ～ 4
◆料金 無料
◆問い合わせ先 SKP 支部写真展担当
090-2160-5304（二平）

芽の会 なかま展
◆期間 3/25（土）・ 3/26（日）
◆時間 10：00 ～ 17：30
◆会場 ノースギャラリー 7
◆料金 無料
◆問い合わせ先 芽の会
048-665-0871（林）

SKP 支部第 4 回写真展を開催致します。皆様にご覧いただき感想 楽しい子ども達の絵、版画、工作の展示です。
等お聞かせいただければ幸いです。又、併設展として講師林喜一写 一年間、ガンバリました。
真展＜ミャンマー南の島から＞も開催致します。ご来場を心からお どうぞ、ごらんください。
待ち申し上げます。

「南風堂写真館」埼玉栄中学高校写真部校外展
◆期間 3/31（金）～ 4/2（日）
◆時間 10：00 ～ 19：00（4/1 は 12：30 から／最終日 18：00 まで）
◆会場 ノースギャラリー 3・4
◆料金 無料
◆問い合わせ先 埼玉栄中学高等学校 写真部
048-624-6488（髙橋）
この 1 年の活動の成果を詰めこんだ写真展です。コンテストなどに
出品した作品や未発表の新作に加え、部員全員で取り組んだ合作な
ど、余すところなくお見せいたします。皆様のお越しをお待ちして
おります。

いにしえ

縁からの展覧会 ～写真・作品展示～
◆期間
◆時間
◆会場
◆料金

3/31（金）～ 4/2（日）
10：00 ～ 17：00
ノースギャラリー 5
無料
※ワークショップ「アーティフィシャルフラワーで作るコサージュ」1,080 円

◆問い合わせ先

天野
080-5897-6903

ペットトリミングサロンで繋がった愛犬家たち。同一の趣味から集う
仲間たち。「楽しく」「夢に向かって」表現し続けてきたアーティスト
たち。「愛犬」「アイスショー」「衣装」「花」と幅広い作品を是非、ご
観覧ください。

