さいたま市地域中核施設プラザウエスト

プラザウエスト通信

West Navi

第 81 号

チケットのお求め・お問い合わせはプラザウエストまでお願いします。
詳しい内容等はチラシをご用意してありますのでお問い合わせくださ
い。

お茶のみ落語

ホール編

あけましておめでとうございます。よき新年をお迎
えのこととお慶び申し上げます。昨年よりも多くの皆
様に手に取って頂けるよう、よりわかりやすく読みや
すいウエストナビにしていけるよう、更なる努力を重
ねていきたいと思います。
さて、今月のウエストナビでは、3 月 11 日に行わ
れます「お茶のみ落語ホール編」についてご案内致し
ます。
「お茶のみ落語」とは、毎偶数月の第３金曜日にプ
ラザウエストの和室にて行われているのですが、今回
は「ホール編」ということで、プラザウエストのさく
らホールを使って「お茶のみ落語」を行います。普段
は和室で行っているため抽選に落ちてしまうお客様
もいらっしゃいますが、今回はホールですのでより多
くのお客様に落語を楽しんでいただけるかと思いま
す。また、今回は毎年おなじみの三遊亭鬼丸師匠、

お茶のみ落語

ホール編

三遊亭天どん師匠に加え、ゲストに人気落語家の林家
たい平師匠をお招きしました。林家たい平師匠といえば、

●日時

平成 30 年 ３月 11 日（日）
１３時 30 分開場
１４時 0０分開演

人気番組「笑点」のメンバーとしてもご活躍されており、
知らない方はいないのではないでしょうか。
普段からお茶のみ落語を楽しみにしてくださっている
方も、そうでない方も、あまり落語に馴染みのない方もお

●会場

プラザウエスト
さくらホール

楽しみいただけると思います。多くの方のご来場をお待ち
しております。
（ホール編ではお茶は付きません。なぜなら客席での飲食

●料金

全席指定 ２，５００円
SaCLa 友の会 ２，０００円
※未就学児入場不可

は禁止なのです。あしからず…。）

講座のお申し込みについて
講座のお申し込みは、往復はがき（１講座につき１
人１通）に講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を記入し、〒３３８－０８３５

桜区道場

４－３－１プラザウエストへ（応募多数の場合抽
選）。締め切りは、 1 月１5 日(月)必着 です。
お申し込みお待ちしております。
※郵便料金改正にともない、往信返信とも５２円→

会員募集など掲載します！
プラザウエストを利用して活動をしているサークル等の会員募集
の告知を（公財）さいたま市文化振興事業団のホームページに
掲載します。掲載ご希望の団体の方はプラザウエストにて登録
申込書を配布しております。ぜひ、ご活用ください。掲載例は（公
財）さいたま市文化振興事業団のホームページのトップページに
ある「さいたま市で活動中のサークルのご紹介」をクリックのうえ、
ご確認ください。

６２円となりましたので、ご確認のうえ、

（公財）さいたま市文化振興事業団ホームページ

投函をお願いいたします。

http://www.saitama-culture.jp/

講座のお申込みについては、「ウエストからのお知らせ」をご参照
いただき、締め切りまでにお申込みをお願いします。

ウッドクラフト倶楽部
～木のおもちゃ作り～
●日時

お茶のみ落語（２月）
お茶を飲みながら気軽に楽しめる

平成 30 年 2 月 3 日（土）・
10 日（土）・17 日（土）

落語会を開催します

●日時

１0：0０～１2：００（全 3 回）

平成 30 年 2 月 16 日（金）
１０：００～１２：００（全 1 回）

●会場

造形アトリエ

●会場

和室

●費用

３，０００円

●費用

5００円

●対象

市内在住・在勤・在学の方

●対象

市内在住・在勤・在学の方

●定員

12 名

●定員

２０名

親子お菓子作り

神輿展示

～親子でお菓子を作ります～

～栄和地区の神輿展示を行います～

●日時

平成 30 年 2 月 25 日（日）
9：3０～１2：００（全 1 回）

●日時

平成 30 年 1 月 24 日（水）
～31 日（水）

●会場

キッチンスタジオ

●費用

2，０００円

10：0０～１6：００

●対象

市内在住・在学の小学生から中学生ま

最終日は１５：００まで

でのお子さんとその保護者
●定員

10 組 20 名

●会場

1階

ギャラリー

チケットのお求め・コンサートについてのお問い合わせは
プラザウエストまで。

AGA-SHIO スペシャルライブ

２０１８

日本の伝統楽器・津軽三味線と洋楽器であるピアノとの融合を目指した、三味線プレーヤー・上妻
宏光、ピアニスト・塩谷哲によるスペシャルライブをお贈りします。ぜひ会場でお楽しみください。

●日時
●会場
●料金

平成 30 年 ２月 24 日（土） 開場
プラザウエスト さくらホール
一般 3,800 円 （全席指定）
※未就学児不可

14：3０

開演 15：00

お茶のみ落語ホール編
お茶のみ落語のホール編を、林家たい平をゲストに招き開催します。

●日時
●会場

平成 30 年 3 月 11 日（日） 開場
プラザウエスト さくらホール

●料金

一般 2,500 円 （全席指定）
※未就学児不可

13：3０

開演 1４：00

※チケット発売の初日は SaCLa インフォメーションセンターにて電話のみの受付となります。
TEL０４８－８６６－４６００（受付 9 時～17 時 火～土曜日）

粋な大人の倶楽部活動～さいたまスーパーシニアバンド団員募集～
平均年齢約６０歳の元気なシニアと一緒にブラスバンドの仲間になりませ
んか？プロのトランペット奏者である織田準一氏を指導者に迎えて、プラ
ザウエストで月２回の練習の他、月１回のパート練習を行いながら、毎年
開催される定期演奏会に向けた活動をしております。その他依頼演奏や外
部公演など活動の機会は盛りだくさんです。初めての方、年齢を心配され
ている方、全く問題ありません。気軽に見学し、気軽に参加してください。
スーパーシニアバンドのメンバーは皆様の参加をお待ちしております。
●練習日

月２回（火・日）

●会費

毎月３，０００円

掲載希望の方はプラザウエスト管理事務室までお願いします。
希望をいただいても紙面の都合上、掲載できない場合もあります。

日程

催物名

Triangulo with
1 月 13 日（土）

NAOTO

第 13 回ウインターコンサート
1 月 21 日（日）

会場

開演

さくら

14：00
ホール

主催・お問い合わせ

全席指定 3,500 円

プラザウエスト

未就学児不可

048－858－9080

プラザウエスト
さくら

13：30

～夢の星音楽会～

料金

入場自由・無料

048－858－9080

ホール

当駐車場の混雑状況がインターネットで確認できます！
混雑状況をその場で
すぐに確認！混雑時

枝垂れ桜（シダレザクラ） 幹の高

のスムーズな駐車を

い所から枝が横に広がり、さらに細かい枝

お手伝いします！

が長く垂れ下がります。枝の成長が早く、
木質化する前に「自重」によって垂れ下が
ると言われています。枝が優美にしなだれ
ている姿は鑑賞価値が高く、京都府の花に
も指定されています。

携帯電話からアクセス
右の QR コードを「バーコードリーダー」でカシャ
http://www.neconome.com へアクセス
ご注意：バーコードリーダーの使用時、携帯電話の
機種によっては文字化けする場合がございます。
その際は他アプリまたは URL からご利用下さい。
（http://www.neconome.com/001377/）

プラザウエスト 1 月休館日
年末・年始休館日
桜図書館 1 月休館日

8 日（月）・22 日（月）

12 月 29 日（金）～1 月 3 日（水）
1 日（月）～4 日(木)
8 日（月）・15 日(月)・22(月)
29 日（月）

発行・編集：
（公財）さいたま市文化振興事業団プラザウエスト
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