
 　　１　パートナーシップロゴ事業の認定実績

団体名等 事業名称 開催日 ジャンル 形式 詳細

さいたま市市民活動サポートセンター

（指定管理者　認定非営利活動法人さいたまＮＰＯセンター）

カシャっと撮ってドキッと発見！

写真deコミュニケーション

H27.8.30

（H27.8.15～
写真

展示

ワークショッ
27001 (pdf)

浦和新舞踊連盟 第４０回浦和新舞踊連盟発表会 H27.9.27 新舞踊 公演 27002 (pdf)

さいたま市合唱浦和の会 合唱のつどい H27.10.10 音楽
公演

講習会
27003 (pdf)

さいたま市人形劇連盟 第１３回さいたま市民人形劇際 H27.10.25 人形劇 公演 27004 (pdf)

さいたま市奇術連盟 第８回マジックフェスティバル H27.10.25 マジック 公演 27005 (pdf)

朗読グループ«声の会» リーディングドラマ『星の王子さま』 H27.10.31 朗読劇 公演 27006 (pdf)

どんぐり太陽展実行委員会 第５回どんぐり太陽展２０１５ H27.11.1～H27.11.3
美術

音楽

展示

公演
27007 (pdf)

サウンドハート きいて！みて！かんじて！コンサート H27.11.8 音楽
公演

ワークショッ
27008 (pdf)

大宮菊花会 第５７回菊花展示会 H27.11.3～H27.11.15 園芸 展示会 27009 (pdf)

さいたま市音楽家協会
さいたま市音楽家協会

第４６回定期演奏会
H27.11.6 音楽 公演 27010 (pdf)

さいたま市音楽連盟
さいたま市音楽連盟

第３６回定期演奏会
H27.11.20 音楽 公演 27011 (pdf)

さいたま市大宮郷土芸能保存会
さいたま市大宮郷土芸能保存会

お囃子大会
H27.11.23 郷土芸能 公演 27012 (pdf)

株式会社埼玉りそな銀行
埼玉りそな銀行

「通帳ケース用イラストコンクール」

H27.9.1～H27.9.11

（募集期間）
美術 コンクール 27013 (pdf)

さいたま合唱協会おおみや音楽祭実行委員会
第４３回さいたま市民音楽祭おおみや

（合唱フェスティバル）
H27.10.31 音楽 公演 27014 (pdf)

株式会社浦和造形研究所 子ども造形サマーセミナー２０１５ H27.7.31～H27.8.29 美術 講座 27015 (pdf)

公益財団法人さいたま市文化振興事業団

さいたま市文化センター開館３０周年記念

さいたまアンサンブルwith市民合唱団による「ベー

トーヴェン第九」

H27.12.20 音楽 公演 27016 (pdf)

さいたま百景選定市民委員会
さいたま百景巡回ツアー

母なる荒川を巡る～下流編～　（仮）
H27.8.23 その他 その他 27017 (pdf)

株式会社　ステンドグラスバロック ステンドグラスバロックオープンファクトリー H27.11.8 美術 ｵｰﾌﾟﾝｽﾀｼﾞｵ 27019 (pdf)

さいたま百景選定市民委員会
さいたま百景巡回ツアー

荒ぶる川の広大な河川敷とその今昔を巡る・その２
H27.10.3 その他 その他 27020 (pdf)

さいたま市社会福祉事業団　文蔵児童センター 第３回中高生パフォーマンスフェスタ H27.12.20
音楽

ダンス
公演 27021 (pdf)

さいたま市文化協会
２０１５さいたま市文化協会

第７回文化フェスティバル
H27.11.20～H27.11.23 美術　他

公演

展示
27022 (pdf)

アートフルゆめまつり実行委員会 アートフルゆめまつり２０１６ H28.5.8
美術

音楽

展示

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
27023 (pdf)

さいたま和太鼓振興会 第２２回　さいたま太鼓エキスパート２０１５ H27.12.6 音楽 公演 27025 (pdf)

岩槻映画祭実行委員会事務局 第３回　岩槻映画祭 H28.4.2～H28.4.3 映像 公演 27026 (pdf)

国登録有形文化財　二木屋 二木屋の雛まつり H28.2.27～H28.3.6 美術 展示 27029 (pdf)

南浦和アートフェスタ実行委員会 南浦和アートフェスタ２０１６ H28.3.13
美術、音楽、

ダンス、映像

展示

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
27030 (pdf)

社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団
スマイル・プラス

～ひとつひとつのその人らしさ～
H28.3.5～H28.3.7 美術

展示

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
27031 (pdf)
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団体名等 事業名称 開催日 ジャンル 形式 詳細

美術と街巡り・浦和実行委員会
～旧中山道文化資源再生プロジェクト～

美術と街巡り・浦和
H28.3.16～H28.3.22 美術

展示

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
27032 (pdf)

浦和宿けやきの会 浦和宿まちかど美術館 H28.9.24～H28.12.11 美術
展示

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
27033 (pdf)

ＮＰＯ法人さをりひろば 子どもと楽しむさをり織り H28.4.1～H28.12.4 美術 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 27034 (pdf)

雅会 雅会書道展 H28.4.1～H28.4.3 書道 展示 27035 (pdf)

アーツさいたま・きたまちフェスタ（ＡＳＫ祭）
アーツさいたま・きたまちフェスタ

（ＡＳＫ祭）
H28.3.18～H28.3.21

美術

映像

展示

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
27036 (pdf)

公益財団法人さいたま市文化振興事業団 さいたまアンサンブル定期演奏会２０１６
H28.5.19

H28.9.9
音楽 公演 27037 (pdf)

浦和フィルハーモニー管弦楽団 第６０回記念定期演奏会 H28.5.22 音楽 公演 27038 (pdf)

Gallery Pepin （ギャラリーペピン）
Gallery Pepin　The 1st Anniversary

「鈴木敦子　展　－中庭－」

H28.3.4～H28.5.19

会期中木曜日のみ
美術 展示 27039 (pdf)

株式会社さいたまアリーナ スーパートリック３Dアート展 H28.7.29～H28.8.21 その他 展示 27040 (pdf)

株式会社浦和造形研究所
造形春フェス

浦和造形春のアート体験祭り２０１６
H28.3.16～H28.4.10 美術

展示

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
27041 (pdf)

https://saitamatriennale.jp/assets/files/partner-lists/27032.pdf
https://saitamatriennale.jp/assets/files/partner-lists/27033.pdf
https://saitamatriennale.jp/assets/files/partner-lists/27034.pdf
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https://saitamatriennale.jp/assets/files/partner-lists/27036.pdf
https://saitamatriennale.jp/assets/files/partner-lists/27037.pdf
https://saitamatriennale.jp/assets/files/partner-lists/27038.pdf
https://saitamatriennale.jp/assets/files/partner-lists/27039.pdf
https://saitamatriennale.jp/assets/files/partner-lists/27040.pdf
https://saitamatriennale.jp/assets/files/partner-lists/27041.pdf
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団体名等 事業名称 開催日 ジャンル 形式 詳細

有限会社　涼仙 ― ― ― ― ―

さいたま市岩槻美術家協会 第1回岩槻区民展覧会 Ｈ28.11.24～H28.11.27 美術 展示 28002（pdf）

特定非営利活動法人埼玉映画ネットワーク 彩の国シネマスタジオ H28.5.12～H28.12.11 その他（映画）
その他

（上映会・関
連イベント）

28003（pdf）

さいたま市奇術連盟 第９回マジックフェスティバルさいたま H28.10.16
その他

（マジック
ショー）

― 28004（pdf）

Arte よのだもんね！実行委員会 Arte よのだもんね！ H28.9.24 美術・音楽

展示・ワーク
ショップ

その他（コン
サート）

28005（pdf）

東浦和美術クラブ 第４２回東浦和美術展 H28.11.20～H28.11.27 美術 展示 28006（pdf）

株式会社さいたまアリーナ 夏休みスペシャルワークショップ in TOIRO H28.7.22～H28.7.25 美術・音楽
ワークショッ

プ
28007（pdf）

JIA埼玉（日本建築家協会関東甲信越支部埼玉地域
会）

タイムチューブを創ろう
～目に見えるみんなの記憶と未来への記憶づくり
～

H28.10.8～H28.10.10 美術
ワークショッ

プ
28008（pdf）

さいたま市音楽連盟 さいたま市音楽連盟　第３７回定期演奏会 H28.12.9 音楽 ― 28009（pdf）

埼玉県立近代美術館
橋本真之《果実の中の木漏れ陽》
公開制作＠北浦和公園

H28.11.15～H28.11.30 美術
その他

（美術作品の
公開制作）

28010（pdf）

埼玉県立近代美術館
橋本真之《果実の中の木漏れ陽》
これまで／これから

H28.10.22～H29.1.15 美術 展示 28011（pdf）

浦和ユースオーケストラ 浦和ユースオーケストラ　第８回定期演奏会 H28.8.7 演劇
ワークショッ

プ
28012（pdf）

『COLOR MY TOWN』（カラー マイ タウン） 『COLOR MY TOWN』（カラー マイ タウン） H28.9.24～H28.12.11
その他

（まちづくり）

展示
ワークショッ

プ
28013（pdf）

公益財団法人さいたま市文化振興事業団  プラ
ザウエスト

ウエストで楽しめる名作オペラ　～ドン・ジョバンニ
～

H28.8.21 演劇 公演 28014（pdf）

公益財団法人さいたま市文化振興事業団　プラ
ザウエスト

気軽にクラシックvol.24　千住真理子　クラシックライ
ブ

H28.10.2 音楽 公演 28015（pdf）

公益財団法人さいたま市文化振興事業団　プラ
ザウエスト

気楽にクラシックyol.25　錦織健リサイタル H28.11.12 音楽 公演 28016（pdf）

公益財団法人さいたま市文化振興事業団　プラ
ザウエスト

音楽の絵本　クラシックコンサート H28.11.26 音楽 公演 28017（pdf）

公益財団法人さいたま市文化振興事業団　プラ
ザウエスト

気楽にクラシックyol.26　NAOTO＆清塚信也
アコースティック・デュオ

H28.12.10 音楽 公演 28018（pdf）

特定非営利活動法人　劇団サードクォーター 田中正造　草魂　～いのちを繋げ～ H28.12.10～H28.12.11 演劇 公演 28019（pdf）

国登録有形文化財　二木屋 二木屋薪能 H.28.9.18,22,23,24
その他
（能楽）

公演 28020（pdf）

埼玉朝鮮初中級学校 「アンニョンフェスタ２０１６」 H28.10.23
美術・音楽・ダ

ンス・映像

展示・後援・
オープンスタジ

オ
28021（pdf）

雛のまち岩槻・創作人形フェスティバル 雛のまち岩槻・創作人形フェスティバル H28.10.1～H28.10.10 美術 展示 28022（pdf）

雛のまち岩槻・創作人形　国際公募展 雛のまち岩槻・創作人形　国際公募展 H28.9.22～H28.9.25 美術 展示 28023（pdf）

第５回人形の里アートフェスティバル（区民総合芸
術祭）

第５回人形の里アートフェスティバル（区民総合芸
術祭）

H28.11.10～H28.12.11
美術・演劇・音
楽・ダンス・映

像

展示・ワーク
ショップ・公
演・オープン
スタジオ・講

座

28024（pdf）

WATSU出店者協議会 ― ― ― ― ―

さいたま市音楽連盟 さいたま市音楽連盟　サマーコンサート２０１６ H28.7.24 音楽 公演 28026（pdf）

公益財団法人さいたま市文化振興事業団　プラ
ザウエスト

車イスダンス　発表会 H28.9.25 ダンス 公演 28027（pdf）

公益財団法人さいたま市文化振興事業団　プラ
ザウエスト

スーパーシニアバンド第９回演奏会 H28.11.6 音楽 公演 28028（pdf）
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 　　１　パートナーシップロゴ事業の認定実績

団体名等 事業名称 開催日 ジャンル 形式 詳細

公益財団法人さいたま市文化振興事業団　プラ
ザウエスト

ジャズピアノ　発表会 H28.12.3 音楽 公演 28029（pdf）

第４１回浦和新舞踊連盟発表会 第４１回浦和新舞踊連盟発表会 H28.9.11
その他

（新舞踊）
公演 28030（pdf）

Gallery Pepin（ギャラリーぺピン） 「宮嶋結香　展　Hello Goodbye Hello」 H28.6.9～H28.8.18 美術 展示 28031（pdf）

CAF N 協会 ２０１６CAFネビュラ展 H28.11.9～H28.11.20 美術 展示 28032（pdf）

市民会館いわつき
「天使のハーモニー」きりくハンドベルアンサンブル
演奏会

H28.9.18 音楽 公演 28033（pdf）

市民会館おおみや 子育てハッピーコンサート H28.11.18 音楽 公演 28034（pdf）

コミュニティセンターいわつき お茶会（重陽の茶会） H28.9.25 その他 その他
28035_1

（pdf）

コミュニティセンターいわつき コミセンだより ― ― ―
28035_2

（pdf）

（公財）さいたま市文化振興事業団下落合コミュニ
ティセンター

カルトナージュ講座
H28.11.1～H28.11.22

火曜のみ
美術 講座 28036（pdf）

さいたま市大宮工房館
夏休み宿題お助け隊！市立博物館学芸員さんの
お話付き♪はにわ作り講座

H28.7.29 美術
講座（セミ

ナー）
28037（pdf）

さいたま市高鼻コミュニティセンター トリエンナーレ記念事業ロビーコンサート H28.12 音楽
オープンスタジ

オ
28038_1

（pdf）

さいたま市高鼻コミュニティセンター 自分スタイルで描く～初心者水彩画講座 H7.5,12,19,26 美術
講座（セミ

ナー）
28038_2

（pdf）

さいたま市高鼻コミュニティセンター 夏休み宿題おたすけ隊！小学生絵画講座 H28.7.27～H28.7.28 美術
講座（セミ

ナー）
28038_3

（pdf）

さいたま市東大宮コミュニティセンター トリエンナーレ記念事業！ロビーコンサート Ｈ28.11 音楽
オープンスタジ

オ
28039（pdf）

公益財団法人さいたま市文化振興事業団 天満敦子ヴァイオリンリサイタル H28.12.4 音楽 公演 28040（pdf）

さいたま和太鼓振興会 第23回　さいたま太鼓エキスパート２０１６ H28.12.4 音楽（和太鼓） 公演 28041（pdf）

学校法人鳥海学園浦和美術専門学校・高校専修
学校

うらび展２０１６
H28.10.1及び
H28.10.5～H28.10.12

美術 展示 28042（pdf）

真田勝美 真田勝美写真展２０１６ H28.9.17～H28.9.22 その他（写真） 展示 28043（pdf）

さいたま市音楽家協会 第47回さいたま市音楽家協会定期演奏会 H28.11.11 音楽 公演 28044（pdf）

さいたま市合唱協会おおみや
第44回さいたま市民音楽祭おおみや　合唱フェス
ティバル

H28.11.13 音楽 公演 28045（pdf）

特定非営利活動法人　子育て応援隊むぎぐみ
Shining Hesrts`Party14（シャイニングハーツパー
ティー　フォーティーン）

H28.11.23 音楽 展示・公演 28046（pdf）

公益社団法人日本フラワーデザイナー協会公認校
シミズフローラルデザインスクール

【未来の発見～植物から～】
Ⅰ「植物からの発送　清水和及」
Ⅱ「7人のデザイナーによる～植物からのインスピレー
ション」

H28.9.26～H28.10.29
H28.11.1～H28.12.10

美術
展示・ワーク
ショップ・講座
（セミナー）

28047（pdf）

届けたい音楽実行委員会
「HIDEKI SHINOZAKI＆SWEET FANTASIA ORCHESTRA」コン
サート
Sweet＆Swing ～大人から子供まで楽しめるコンサート～

H28.9.4 音楽 公演 28048（pdf）

ギャラリー彩光舎 第12回サムホール展 H28.12.1～H28.12.14 美術 展示 28049（pdf）

公益財団法人さいたま市文化振興事業団　プラザイー
スト

劇団Liebe「歌うスケアクロウ」 H28.10.8～H28.10.9 演劇 公演 ―

岩槻都市振興株式会社 WATSU青空音楽祭（仮称） H28.9.24 音楽 ― 28051（pdf）

人形のまち岩槻　重陽の節句 人形のまち岩槻　重陽の節句 H28.9.22～H28.10.10 その他（工芸） 展示 28052（pdf）

真田勝美 ピアノ+室内楽コンサート2016 H28.10.15 音楽 公演 28053（pdf）

特定非営利活動法人NPO埼玉ネット 日進アート拠点整備事業 H28.8.6～H28.12.31 ― ― 28054（pdf）
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団体名等 事業名称 開催日 ジャンル 形式 詳細

さいたまプラネタリウムクリエイト
さいたまプラネタリウムクリエイト特別投影
ムーンライトシリーズvol.3 『月光のほとりで』

H28.10.9
（その他）

プラネタリウム
（その他）
朗読劇

28055（pdf）

公益財団法人さいたま市文化振興事業団
西部文化センター

西文センター寄席 H28.11.12
（その他）

寄席
公演 28056（pdf）

公益財団法人さいたま市文化振興事業団 ポニージャックスコンサートinさいたま２０１６ H28.11.5 音楽 公演 28057（pdf）

株式会社埼玉りそな銀行　さいたま営業部 「彩り－埼玉大学教育学部芸術専修有志展－」 H28.9.12～H28.9.30 美術
（その他）
絵画展

28058（pdf）

埼玉ラジオ歌謡を歌う会 第2回埼玉ラジオ歌謡音楽祭 H28.10.14 音楽 公演 28059（pdf）

さいたま市浦和吟剣詩舞道連盟 近代吟詠と剣詩舞の会 H28.10.16 ― ― 28060（pdf）

おおみや市民吹奏楽団 おおみや市民吹奏楽団　第23回定期演奏会 H28.11.19 音楽 公演 28061（pdf）

サウンドハート きいて！みて！かんじて！コンサート H28.11.6 音楽・ダンス
ワークショッ

プ・その他（コ
ンサート）

28062（pdf）

ソレイユ株式会社（グリーンベア　イングリッシュ） 武蔵浦和　ハロウィーン祭り２０１６ H28.10.30
美術・その他
（ハロウィン関

連の催し）

展示・ワーク
ショップ・オー

プンスタジ
オ・講座

28063（pdf）

（有）福福堂　ユ）フクフクドウ
イレブンガールズアートコレクションセレクト展
～アーティストを目指す子供たちへ～

H28.10.19～H28.10.25 美術 展示 28064（pdf）

さいたま市民会館おおみや さいたま吹奏楽カーニバル2016 H28.10.2 音楽 公演 28065（pdf）

さいたま市民音楽祭実行委員会
2016さいたま市民文化祭　第16回さいたま市民音
楽祭

H28.11.6 音楽 公演 28066（pdf）

Gallery Pepin（ギャラリーぺピン） 「須惠　朋子　展」
H28.9.20、29
10.6、13、20、27
11.1、10

美術 展示 28067（pdf）

埼玉福祉学園祭2016～地域交流祭～
実行委員長：浅子　元

埼玉福祉学園祭2016～地域交流祭～ H28.10.22、23
その他

（地域の方々と共演する演
劇、体験型お菓子制作など）

― 28068（pdf）

岩槻ポイントカード事業協同組合 ― ― ― ― ―

浦和フィルハーモニー管弦楽団
浦和フィルハーモニー管弦楽団　第61回定期演奏
会

H28.10.16 演劇
ワークショッ

プ
28070（pdf）

さいたま自転車ネットワーク
コミュニティサイクルでgo！
さいたまトリエンナーレ大宮→武蔵浦和サイクルツ
アー

H28.11.13
（雨天時:H28.11.27）

その他
（イベントツ

アー）

その他
（イベントツ

アー）
28071（pdf）

第9回　タムロン　鉄道風景コンテスト 第9回　タムロン　鉄道風景コンテスト H28.10.12～H28.10.31
その他
（写真）

展示 28072（pdf）

埼玉県理容美容専門学校 Art Collection 2016 by SAIRIBI H28.9.18～H28.11.18
その他

（技術+アート）
展示 28073（pdf）

ボーグ・エンターテインメント・スクール
ボーグ・エンターテインメント・スクール　キッズダン
ス体験会

H28.11.3 ダンス
ワークショッ

プ
28074（pdf）

WATSU出店者協議会 運動会ちびっこイラスト展示会 H28.10.28～H28.11.13 美術 展示 28075（pdf）

I'm Home
LIFTUP MUSIC （リフトアップ　ミュージック）
　　～イメージと参加型の音楽会～

H28.12.3 音楽 公演 28077（pdf）
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