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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。

サークルレポート
今月のウエストナビでは、サークルレポートを掲載させていただきます。
８、9 月に“サークルレポート～伝えたい、感動をレポートで～”と題して、プラザウエストで活動してい
るサークルの方々に、それぞれ互いのサークルを取材していただきました。今回ご参加いただいたのは、
「和
服サークル袖衣」さんと、パソコン講座をされている「ＮＰＯ法人彩の国ＩＣＴ普及協会」さんです。

和服サークル「袖衣（そでごろも）
和服サークル「袖衣 （そでごろも）」
『みんな、おみごと変身！着物って素敵！』
毎月第 1、第 3 土曜日にプラザウエスト
3 階のいぐさの香り漂うきれいな和室で色鮮やかなゆ
かたや夏の着物の帯を一生懸命締めていた。真木晶子先
生は名古屋帯に「お太鼓結び」を、鈴木典子先生はゆか
たに反幅帯で「蝶結び」を手ほどき。年配の方には「貝
の口」という結びがいいそうだ。20 代の方から 80 代
もう一度自分で、帯を締め直す生徒さん達

の方まで皆笑顔で手際がいい。何より先生の優しいまな
ざしが印象的だ。
「袖衣」は、ウエスト開設と同時に発足し 8 年以上経
つそうだ。メンバーは今 17 名。初めはウエスト主催の
「ゆかた着付け教室」に出席したのをきっかけにそのま
ま 1 年～5 年と続けている方が多い。年１回ウエストの
帯〆も、こんなにきれいにできました！

S a k u r a -L i v eでは、舞台上で楽しい『着付けショー』
などを行い、伊奈町のふれあい活動センターでは、月 2 回第 2、第 4 木曜日に着付け教室を開催。2012
年 11 月に、『和の饗演』で琴の音と共に宮廷衣装を披露した。来年は、さいたま市のホールでもショー
を行い多くの人に着物の美しさを伝えたい希望を持っているそうだ。
代表の結城久美子さんは、お嬢様の成人式の着付けをなさる実力派。もちろん留袖も OK。能舞台で謡
曲・仕舞をなさる昭和 3 年生まれの生徒さんは一人で着付け、舞台に出る事ができてうれしいという感謝
の言葉が心に響いた。20 代の方は、ゆかた教室以来着物に興味があって続けているそうだ。
佇まいの美しい実力派の生徒さんは、「アットホームな雰囲気と先生の優しさで 3 年」。
「自分で着物を着て出かけたい」という若い方は、着物で外出すると視線を感じ恥ずかしかったが、今
は慣れたそうだ。外国の方には写真撮影をお願いされることも。この日ゆかたを習っていた生徒さんは、
自分で着直して出かけるという。きっと皆の視線を浴びているに違いない。
2013 年 8 月 18 日

彩の国 ICT 普及協会

村田ゆき子記

ＮＰＯ法人彩の国ＩＣＴ普及協会
『 ～ゆっくり楽しく実用的に～ パソコンル－ムは万能ル－ム』
パソコンル－ムは万能ル－ム 』
白く清潔な部屋の中に楕円のテ－ブルが 5 つ、パソコンが 20 台。
ちょうど休憩時間で皆さんが立ち上がり、背伸びをして体操をしていた。

このパソコンル－ムが始まったのはプラザウエ
ストがオ－プンしてすぐ、今年で 6 年ほどになる。
ＮＰＯ法人彩の国ＩＣＴ普及協会では、シニア
のパソコン指導者を育成し、地域での活動や社会
貢献を通じてパソコン活用の普及を目指す。わか
らない人の気持ちを理解し楽しくゆっくり丁寧な
個別対応を心がけているという。
その言葉通り当日の受講者 13 人に対して講師
５，６人という手厚い指導がなされていた。

主催の本間悠三さんは、はじめた理由を「パソコンはこれからの世の中必要だし、やっていると楽しい。
何よりも便利だ」と語る。入口には「どなたでも・いつからでもどうぞ」と張り紙もあり、安心できる。
毎週土曜日の午前（朝）9：30～午後（夜）9：10 までで、会員は 1 回２時間半の講座を月４回受講す
る。都合で欠席した場合は振り替え受講が出来る。
受講者は 10 代から 80 代までと幅広く、30 代、40 代も増えている。エクセルを学ぶ 60 代女性は受
講歴 3 年ほど。仕事で使うほか、頭や手先の体操にもなっているという。もう一人の男性は仕事の関係で
講演することもあり、その原稿をワ－ドで打ちたいという。就活のための資格取得はもちろん、インタ－
ネットや年賀状、自治会のチラシ作成などの目的をもった人も多い。たくさんの資格を取って、このル－
ムから講師になった人もいるそうだ。
受講者が熱心にそれぞれの課題に取り組んでいる。静かな雰囲気の中に自分もやってみようかな、と思
わせるような熱気が感じられた。いくつかのコ－スがあり、プラザウエスト以外にもプラザノ－スやプラ
ザイ－スト、浦和コミセンなどでも活動中だ。
見学しているうちに、このパソコンルームにいると何でもできるような気がしてきた。パソコンルーム
は万能ルームだ。
2013 年９月７日

和服サークル
活動日・時間

：月 2 回、第 1、第 3 土曜日

代

表

記

活動日・時間：毎週土曜日を予定
午前9:30～午後9:10
活動場所

：さいたま市桜区、
プラザウエスト 3 階

会

岡幸子

ＮＰＯ法人彩の国ＩＣＴ普及協会

袖衣

午前 10：00～12：00
活 動 場 所

和服サークル袖衣

費

：1 回

1,150 円

者

：結城久美子

お問 い 合 わ せ：真木晶子
048-625-5535

：プラザウエスト３階
パソコンルーム

和室
会費

：１時間あたり９８０円
（個別対応）

共催

：ＮＰＯ法人彩の国ＩＣＴ普及協会
さくらパソコン同好会

お問い合わせ：受付担当

本間

090-5325-8766

ほか

会員募集など掲載します！
講座のお申し込みについて
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
講座のお申し込みは、往復はがき（１講座につき１人１通）
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
に講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を記
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
入し、〒３３８－０８３５

桜区道場４－３－１プラザウ
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

エストへ（応募多数の場合抽選）。締め切りは、11 月 15
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
日必着です。お申し込みお待ちしております。
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。

（公財）さいたま市文化振興事業団ホームページ
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」をご参照に
締め切り前でのお申込みをお願いします。

マーブリング講座
～マーブリング(西洋墨流し)で
クリスマスカードを作る講座を開催します～
●日時

冬の寄せ植え講座
～季節の植物で素敵な寄せ植えを作ります～
●日時

１２月１０日(火)

１２月４日(水)・１１日(水)
１０：００～１２：００（全１回）
１４：００～１６：００（全２回）

●会場

●会場

セミナールーム

●費用

１，５００円

造形アトリエ

●費用

１，５００円

月イチお茶のみ落語

陶芸と和風菓子作り講座
～和風のお皿と抹茶のロールケーキを作ります～

～お茶を飲みながら落語を楽しみます～
●日時

●日時

１２月２０日(金)

１２月１８日(水)
１０：００～１２：００（全１回）
平成２６年１月１５日(水)・２８日(火)
●会場

和室

●費用

５００円

１３：３０～１５：３０（全３回）
●会場

陶芸アトリエ・キッチンスタジオ

●費用

３，０００円

親子パン作り教室
～親子で楽しくパン(シュトーレン)を作ります～
●日時

１２月７日(土)
１０：００～１２：００（全１回）

●会場

キッチンスタジオ

●費用

１組

２，０００円

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。

気軽にクラシック Vol.17

読売日本交響楽団メンバーが奏でるニューイヤーコンサート

●日時

平成 26 年 1 月 26 日（日）

13 時 30 分開場

●会場

プラザウエスト

●料金

全席指定

●出演

アンサンブル・Υ（ユプシロン）

14 時開演

さくらホール

一般 2500 円

学生 1000 円

藤井洋子（クラリネット）舘市正克（ヴァイオリン）
鎌田成光（ヴァイオリン）毛利伯郎（チェロ）
生沼晴嗣（ヴィオラ）
渡辺ひろみ（ピアノ）
●曲目

モーツァルト作曲
クラリネット五重奏

渡辺恭一（コントラバス）

イ長調

K.581

チャイコフスキー作曲
組曲くるみ割り人形より「トレパック」「行進曲」「花のワルツ」 ほか

11 月 9 日（土）10
日（土） 10：
10： 00 より発売です
※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）

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

会

場

開

演

料

気軽にクラシック vol.16

主催・お問い合わせ

金

一般：2,500 円
さくら

１１月１０日（日）

さいたまが誇るアーティストを迎えて

プラザウエスト
１４：００～

学生：1,000 円

ホール

048-858-9080

小川佳津子

（全席指定）

プラザウエスト１１月休館日
１１日(月)・２５日（月）

桜図書館１１月休館日
６日(水)・１１日(月)・１８日(月)・２５日(月)
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〒338-0835

さいたま市桜区道場４丁目３番１号

TEL 048-858-9080
e-mail

FAX 048-858-9020

pla-w@saitama-culture.jp

http://www.saitama-culture.jp/plazawst/
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9 時～21 時
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