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 87 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。

千住真理子

クラシックライブ

七夕飾りが風に揺られ、天の川が美しい季節となりま
したが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて今月のウエストナビでは７月７日に、チケット発
売が開始されます『千住真理子 クラシックライブ』を
ご案内いたします。
ヴァイオリニスト千住真理子さんは２歳半よりヴァ
イオリンをはじめられ、全日本学生音楽コンクール小学
生の部全国１位を獲得し、わずか 12 歳でＮＨＫ交響楽
団と共演しデビューを果たします。
その後、数々のコンクールで入賞し、87 年にはロンド
ン、88 年にはローマでデビューをされます。国内外で
の活躍はもちろん、文化大使派遣演奏家としてブラジル、
チリ、ウルグアイ等で演奏会を行い、また、チャリティ
ーコンサート等、社会活動にも参加されています。
Kiyotaka_Saito(SCOPE)

千住真理子

クラシックライブ

2015 年にはデビュー40 周年を迎え、1 月にイ
ザイ無伴奏ソナタ全曲｢心の叫び｣、2 月にはバッハ

●日時
●会場
●料金
●出演
●曲目

2018 年 9 月２9 日（土）
13 時 30 分開場 14 時開演
プラザウエスト さくらホール
全席指定 一般 3500 円
千住真理子（ヴァイオリン）
山洞智
（ピアノ）
黒人霊歌：アメイジング・グレース
パッヘルベル：カノン
ドビュッシー：月の光

無伴奏ソナタ＆パルティータ全曲｢平和の祈り｣を

千住明：ラストナイト

の響き、心に深く染み込むクラシカルなひとときを

ほか
※曲目は変更となる場合があります。

リリースし、両作品ともレコード芸術誌の特選版に
選ばれるなど、大好評を博しています。2016 年、
３００歳の愛器デュランティと共に奏でるアルバ
ム「MARIKO plays MOZART」を、2017 年には
ブラームス没後１２０年記念「ドラマティック・ブ
ラームス」をリリースをリリースされました。
ヴァイオリンの名器ストラディバリウス、その中
でも最高傑作のうちの一つである「デュランティ」
お楽しみください。

会員募集など掲載します！

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

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

選）。締め切りは、７月１３日(金)必着です。

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、

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→

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。

低学年・高学年

親子木工教室

低学年・高学年

子ども絵画教室

～親子で木工作品を作ろう～
●日時

８月４日（土）

●日時

８月１日（水）

１０：００～１２：００（低学年）

１０：００～１２：００（低学年）

１４：００～１６：００（高学年）

１４：００～１６：００（高学年）

●会場

造形アトリエ

●会場

セミナールーム

●費用

低学年：１,０００円（2 名１組）

●費用

低学年：７００円

高学年：１,５００円（2 名１組）
●対象

市内在住・在勤・在学の小学校１～

高学年：１,０００円
●対象

３年生(低学年)、小学校４～６年生
(高学年)とその保護者のかた
●定員

(低学年)、小学校４～６年生(高学年)
●定員

低学年：１８名

高学年：１６名

各６組１２名

夏休み

親子料理講座

～親子で料理を楽しもう～
●日時

市内在住・在学の小学校１～３年生

８月９日（木）

親子絵手紙講座
～親子で夏休みの思い出を描こう～
●日時

９：３０～１２：００

８月２０日（月）
１４：００～１６：００

●会場

キッチンスタジオ

●会場

セミナールーム

●費用

２,０００円（2 名１組）

●費用

１,０００円（2 名１組）

●対象

市内在住・在勤・在学の小学校４～

●対象

市内在住・在勤・在学の小学校１～

中学校２年生とその保護者のかた
●定員

８組１６名

３年生とその保護者のかた
●定員

８組１６名

低学年・高学年

お茶のみ落語

子ども工作教室

～お茶を飲みながら気軽に楽しめる

●日時

８月３日（金）
１０：００～１２：００（低学年）

落語会を開催します～

●日時

１４：００～１６：００（高学年）

8 月 1７日（金）
10：0０～１２：００（全 1 回）

●会場

造形アトリエ

●会場

和室

●費用

低学年：１,０００円

●費用

500 円

高学年：１,５００円

●対象

市内在住・在勤・在学の方

市内在住・在学の小学校１～３年生

●定員

20 名

●対象

(低学年)、小学校４～６年生(高学年)
●定員

各１２名

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。

『柏木広樹＆榊原大 with NAOTO』
ポップスチェロの第一人者「柏木広樹」と卓越したセンスを持つピアニスト「榊原大」、
人気ヴァイオリニスト「NAOTO」。ソロ活動はもとより、ステージ音楽プロデュース、
音楽や映画・CM 音楽なども手がける 3 人が織りなす、ハイクオリティなインストゥル
メンタルライブをお楽しみください。

●日時
●会場
●料金

2018 年 ９月 ８日（土） 開場 13 時 3０分
プラザウエスト さくらホール
一般 3,500 円 （全席指定） ※未就学児不可

ウエストで楽しめる名作オペラ

開演 1４時

『魔笛』

毎年好評の名作オペラ。今回は、W.A.モーツァルト原作の名作オペラ「魔笛」
をさいたま市内小中学生の子ども達の参加型で上演します。

●日時
●会場
●料金

2018 年 8 月１９日（日） 開場 13 時 3０分 開演 1４時
プラザウエスト さくらホール
一般 2,000 円
中学生以下 1,000 円（全席指定） ※未就学児不可

※チケットのお求めは SaCLa インフォメーションセンターへ
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（火曜、日曜）

●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
気軽にクラシック vol.30

7 月２８日（土）

宮本笑里ヴァイオリン
・リサイタル

会

場

開

演

料

金

主催・お問い合わせ

3,500 円

さくら
１４：００

ホール

（全席指定）

プラザウエスト７月休館日
桜図書館７月休館日

プラザウエスト

048-858-9080

９日（月）・２３日（月）

２日（月）
・９日（月）
・１７日（火）
２３日（月）・３０日（月）
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さいたま市桜区道場４丁目３番１号
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http://www.saitama-culture.jp/plazawst/
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