
報道機関 各位

さいたま市 プラザノース 企画事業 

 「ノースであそぼう！あーとひろばの日 ２０２２」 のご案内

～家族みんなで楽しもう！ プラザノースでアートイベント開催！！～ 

展覧会やアトリエ体験、ものづくり＆音楽・ダンス体験、ライブなど、 

地域と協働した参加型＋鑑賞型のイベントが盛りだくさん！ 

プラザノースでは、今年も体験型アートイベント「ノースであそぼう！あーとひろばの日

2022」を開催します。 

今年で 10 回目を迎える本事業は、アーティストによる展覧会やワークショップなどを通して、

まるっとアートを楽しむイベントです。 

当館施設利用者によるものづくり体験ブースや音楽・ダンスサークルによる体験ブース、ア

トリエ体験や楽器体験など、イベントを多数ご用意しております。 

一週間を締めくくるブラック・ボトム・ブラス・バンド（ＢＢＢＢ）の音楽ワークショップ、パレ

ード、ライブでは、圧巻のパフォーマンスで盛り上がります。 

つきましては、本事業の実施にあたり、貴媒体にて開催の周知にご協力いただきますよう、

お願い申し上げます。 

１．実施概要 

（１）事業名：「ノースであそぼう！ あーとひろばの日 2022」 

（２）会 場： さいたま市 プラザノース 

         〒331-0812 さいたま市北区宮原町 1-852-1 

（３）会 期： 2022 年 5 月 14 日（土）～22 日(日)  ※会期中無休 

（４）主 催： さいたま市 プラザノース 

（５）協 力： さいたま市立植竹中学校吹奏楽部（予定） 

記 者 発 表 資 料 

令和４年４月１日（金） 
スポーツ文化局 
文化部 文化振興課 
課長：原田 担当：茂庭、村岡 
電話：８２９－１２２７ 内線：２８１３ 

【お問い合せ】 
担当：さいたま市 プラザノース 事業課 

木村、川﨑 
電話：６５３－９２５５ FAX：６５３－９２８８ 



２．事業内容 

（１）展覧会・出展アーティスト関連事業 

（２）アトリエ体験 要事前申込（※3）

（３）音楽イベント 

（４）サークル体験 

5 月 14 日（土） 

～22 日（日） 

各日 

10：00-17：00 

展覧会 

「うたかたの光」 

《参加作家》 

山本 彌／天笠夏美 

ノースギャラリー5～7 

5 月 14 日（土） 

～22 日（日） 

各日 

10：00-17：00 

みんなでつくる展覧会 

「うたかたの波」 

ノースギャラリー5～7 

5 月 15 日（日） 

5 月 21 日（土） 

14：00-15：30 

14：00-15：30 

アーティストワークショップ 

「レースでつくる綿毛のワークシ

ョップ」要事前申込（※1） 

アーティストワークショップ 

「クラフトパンチで光るおうちを

作ろう！」要事前申込（※2） 

交流スタジオ 

交流スタジオ 

5 月 14 日（土） 14：00-15：00 「プログラミング体験」 

「○△□のフェルトを使ってオリ

ジナルバッグをつくろう！」 

「木製キーホルダーづくり」 

GG アトリエ 

絵画アトリエ 

造形アトリエ 

5 月 15 日（日） 10：00-13：00 「 リンリン♪マラカスをつくろ

う！」 

交流スタジオ 

5 月 22 日（日） 11：00-12：00 

（10：30 開場） 

音楽ワークショップ 

BBBB の誰でもジャズ 

「アドリブ マジック」 

ホール 

5 月 22 日（日） 13：30-14：00 

（雨天中止） 

「わっしょいパレード 2022」 プラザノース前市民広場

→ステラタウン→メローペ

広場ステージ 

5 月 22 日（日） 15：00-16：00 

（14：30 開場） 

「ブラック･ボトム･ブラス・バンド 

ライブ」 

要事前申込（※4） 

ホール 

5 月 15 日（日） 

   21 日（土） 

22 日（日） 

10：00-17：00 

10：00-17：00 

10：00-17：00 

ものづくり体験ブース ノースギャラリー1～4 

5 月 15 日（日） 

22 日（日） 

11：00-17：00 

11：00-14：30 

音楽・ダンス体験ブース 多目的ルーム 



（５）期間中のその他の催し 

※1 アーティストワークショップ「レースでつくる綿毛のワークショップ」は往復はがきにて以下

の申込先へ 4月 28 日（木）必着でお申し込みください。 

※2 アーティストワークショップ「クラフトパンチで光るおうちを作ろう！」は往復はがきにて以下

の申込先へ 5月 6日（金）必着でお申し込みください。 

※3「アトリエ体験」は往復はがきにて以下の申込先へ4月28日（木）必着でお申し込みくださ

い。 

※4「ブラック･ボトム･ブラス・バンド ライブ」は 4 月 15 日（金）より、以下の申込先へ電話にて

事前にお申し込みください。 

※5 プレイベント「サンバイザーをつくろう！」以外はプラザノース内で開催。 

※6「描こう！動かそう！自分も？アニメーション！」は往復はがきにて以下の申込先へ 5 月 6

日（金）必着でお申し込みください。 

※7「ノース・ティータイム・コンサート vol.25 荒川 洋 フルート・リサイタル」は以下の申込先

へ 4月 8日（金）より、電話にて事前にお申し込みください。 

３．その他 

◇取材をご希望の場合は、各事業開催日の 3日前までにプラザノース事業課担当者までご

連絡ください。 

◇詳細は添付のチラシをご覧ください。

5 月 5 日（木・祝） 11：00-12：00 

/13：30-14：30

プレイベント 

「サンバイザーをつくろう！」 

ステラタウン 3F 

連絡ブリッジ （※5） 

5 月 10 日（火） 

～6月12日（日）

※5 月 23 日閉場 

各日 

9:00-18:00 

展示 

「スマイル PLAZANORTH  

2022」 

ユーモアスクエア 

5 月 14 日（土） 

5 月 21 日（土） 

15:30-16:10 

（15：00 開場） 

11:00-12:30 

「サーカスがやってきた！from

沢入国際サーカス学校」 

「描こう！動かそう！自分も？

アニメーション！」 

要事前申込（※6） 

多目的ルーム 

多目的ルーム 

5 月 20 日（金） 13:30-14:15 

（12：30 開場） 

ノース・ティータイム・ 

コンサート vol.25 

荒川 洋 フルート・リサイタル 

要事前申込（※7） 

ホール 

申込先 〒331-0812 さいたま市北区宮原町 1-852-1 

さいたま市 プラザノース 事業係 

      048-669-0300（電話受付時間 10:00～17:00） 


