
パーカッションとピアノによる異色のコラボレーション

一般 3,000円
大学生以下 2,000円
※未就学児入場不可
※友の会会員は2枚まで各10％引き

出演：デュオ  シュリューゲルツォイク
プログラム
　I.トレヴィノ：「Empathy」、「SEESAW」
　近藤浩平：「湖と人間」（委嘱初演）
　伊藤康英：「チャクララッタ」　ほか

打楽器
宮本妥子

ピアノ
塩見亮

サクソフォーン
陣内亜紀子
（友情出演）

デュオ  シュリューゲルツォイク
コンサート~Empathy~

チケット
発売中

（土）

15:00開演（14:30開場）

193
小ホール 全席自由

江戸の粋、笑いの玉手箱 

さきら友の会
特別価格 一般  3,150円

※未就学児入場不可
※障害者割引あり。ご本人および介助者1名まで1割引。
　ほかの割引との併用不可。購入時に障害者手帳をご提示ください。

さきら寄席

独演会

一般　3,500円

©KITCHEN MINORU©KITCHEN MINORU

春風亭一之輔春風亭一之輔春風亭一之輔

チケット
発売中

21人抜きの真打昇進で一挙に注目された新進気鋭の噺家、春風亭一之輔
による独演会。さきら寄席へは柳家花緑との二人会（2014年3月）以来の

登場です。演目は当日のお楽しみ。

（土）

14:00開演（13:30開場）

53
中ホール 全席指定

一緒にオーケストラを経験してみよう

・対象 … 小学校1年生から高校3年生まで（22歳までの楽友制度あり）
・申込期間 … 1月30日（日）まで
・受講料 … 5,500円 / 月
・審査日程 … 原則として練習日（土曜日）※お申込みの後、相談の上決定します。
・申込方法 … 申込用紙を来館または郵送にてご提出ください。
  　　　　　  申込用紙はさきらウェブサイトからダウンロード可能です。
※オーケストラ練習を見学していただけます。お気軽にお問合せください。

日本を代表する指揮者、秋山和慶氏の指揮のもと、第13回定期演奏会
に向けてみんなで一緒に演奏しませんか？

メンバー大募集！！メンバー大募集！！さきらジュニアオーケストラ

新春恒例。初心者のための弦楽器体験！

※先着順、定員に達し次第締切り。

［申込期間］
12月18日（土）10:00 ～
2022年1月7日（金）17:00

日時／ 1月16日(日)　①11:00 ～ 12:00　②13:30 ～ 14:30　各回定員／ 15人
対象／ 3歳以上と保護者　　参加費／ 1,000円（おひとりにつき）
日時／ 1月15日(土)　①11:00 ～ 12:00　②13:30 ～ 14:30　各回定員／ 15人
対象／ 5歳～中学3年生まで　　参加費／ 1,000円（1回）
日時／ 1月15日(土)・16日(日)　15:00 ～ 16:00　定員／ 15人　
対象／小学1年生～中学3年生まで　参加費／ 2,000円（2日間） ※2日間とも受講必須

親 子
コース
1日
コース
2日
コース

ヴァイオリン・チェロを弾こう！

※所定の申込書にて、来館・郵送
　・FAXでお申込みください。
　申込書はさきらHPよりダウン
　ロードしていただけます。（土） （日）・16151

小ホール

子どもたちの1年間の練習の成果をご覧ください！

（日）

15:00開演（14:30開場）

203
大ホール 全席自由

さきらジュニアオーケストラ・アカデミー（略称JOA)は小学生から
大学生の受講生が月3回、さきらで音楽を勉強し、実技のレッスン
や合奏練習などをしています。　　　　　　　　　　　　　　
年に一度の成果発表会では、今年度入校したばかりの初心者か
らオーケストラメンバーまでが日頃の練習の成果を発表します。

入場無料

※第16回成果発表会より

さきらジュニアオーケストラ・アカデミー

第17回成果発表会
～感じる心、表現する技術～

※4歳から入場可

未来のプロデューサーたちが企画したコンサート

■発売日■
1/8（土）10:00～

（発売初日は電話・オンライン受付のみ）

（日）

14:00開演（13:30開場）

133
小ホール 全席自由

プロダクションさきら参加の小中高生5人が考えた
コンサート。

～楽器のない世界でオンガクしよう！～楽器のない世界でオンガクしよう！

vol.5vol.5成果発表公演
クリエイトミライクリエイトミライクリエイトミライ

一般　500円

出演：京都市立芸術大学
　　　　　打楽器専攻生 ほか

参加者みんなが主役の市民ミュージカル

※3歳以下入場不可
※託児サービスあり
　1/25（火）までに要申込
　0～1歳3,000円、2歳以上1,000円

一般　2,000円
大学生以下　1,000円

さきら友の会
特別価格

一般 1,800円
大学生以下 900円

大ホール 全席指定

（土）17:00開演（16:30開場）52
（日）14:00開演（13:30開場）6

[あらすじ]　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美しい湖に隣接する二つの国、或波羅（アルハラ）と
伊里寿（イリス）。或波羅軍の若き武将浦正（ウラマ
サ）は、先の戦さで捕らえられ、今は或波羅の王女付
きの侍女として仕える咲耶（サクヤ）という女を愛し
ていたが、実は彼女は伊里寿の王女だった。　　　
争いを繰り返す二つの国の間で、揺れ動く恋心をよ
そに、再び戦さののろしが上がろうとしていた・・・。
　 　 　
脚本／吉峯暁子　　　　　　　　　　　　　　　
演出・演技指導／たみお（ユリイカ百貨店）　　　　
音楽・編曲／新井洋平（ウミネコ楽団）　　　　　　
出演／公募市民キャスト 29名　　　　　　　　　

湖上のマドリガル
さきら創造ミュージカル2021-22

チケット
発売中

TwitterとInstagramで
お稽古の様子を公開中！

（日）

13:00開演（12:30開場）

272
大ホール 全席自由

大ホールで開催する私のピアノリサイタル

入場無料（要整理券）
※整理券はさきら窓口にて1月22日（土）から配布開始
※未就学児入場不可

講評

坂本彩
（ピアニスト、東京藝術大学講師）

使用ピアノ

スタインウェイD274

さきらで一人ピアノリサイタル2021-22

オリジナルコンサート
さきらで一人ピアノリサイタル登録者が1年間の練習の成果を発
表します。今回の楽器は世界最高峰のピアノ『スタインウェイ』。
その豊かで華やかな音色をゆっくりとご堪能ください。　　　　

音楽に親しむ鑑賞無料のコンサート

鑑 賞
無 料

クラリネット＆
アコーディオン
森健太郎

クラリネット＆
アコーディオン
森健太郎

ハープ
上野まどか
ハープ
上野まどか

さきらアトリウムコンサートvol.111

（金）

18:30開演（18:00開場）

252
中ホール 全席自由

ら・フエとコトら・フエとコト
～クラリネット＆ハープによるシャンソンの薫り～

La fête au coteau concert
さきら初登場！！「ら・フエとコト」クラリネットとハープによる笛と琴のDUO。
冬のオリオン座が夜空に見えるころ、哀愁を帯びたクラリネットとアコーディ
オンがハープの音色と共にシャンソンを中心としたプログラムで至福のひと
時をお届けします。是非お運びください。　　　　　　　　　　　　
※緊急事態宣言発令に伴い中止となった2021年9月23日（木）の振替公演です。

栗東芸術文化会館さきら

休館日：月曜日（祝日は開館）・夏季休館（8月13日～ 15日）・年末年始（12月29日～ 1月3日）
※表示料金は消費税を含む

TEL:077-551-1414
●栗東芸術文化会館さきら チケット窓口

●平和堂アル・プラザ栗東くらしのサービスセンター
●チケットぴあ　ほか

チケットのお買い求めは…

●ひこね市文化プラザ チケットセンター

※公演により取扱いプレイガイドは異なります。

https://www.sakira-ritto.net/
栗東芸術文化会館さきら

休館日：月曜日（祝日は開館）・夏季休館（8月13日～ 15日）・年末年始（12月29日～ 1月3日）
※表示料金は消費税を含む

TEL:077-551-1414
●栗東芸術文化会館さきら チケット窓口

●平和堂アル・プラザ栗東くらしのサービスセンター
●チケットぴあ　ほか

チケットのお買い求めは…

●ひこね市文化プラザ チケットセンター

※公演により取扱いプレイガイドは異なります。

https://www.sakira-ritto.net/

special presents

さきら
オンラインチケット受付オンラインチケット受付

1
2022

JAN
A HAPPY NEW YEAR



交通のご案内

休館日：毎週月曜日(月曜日が祝日にあたるときは開館)
               夏季休館（8月13日～ 15日）年末年始(12月29日～ 1月3日)

休館日のご案内

●JR琵琶湖線「栗東駅」東口より徒歩 5 分（約400m）

●名神高速道路「栗東I.C」より約 3 km
隣接の立体駐車場あり（有料）管理：栗東都市整備（株）

大阪から約60分 京都から約25分

栗東芸術文化会館さきら

通常10％引
1会員2枚まで

※さきら主催公演のみ対象（特別価格設定の場合あり）

※さきら主催公演のみ対象（公演により枚数制限あり）

1,000円 1年間
※翌年の入会月末まで有効 

特典①

特典②

特典③
特典④ ［1月］ 1日（土・祝）、2日（日）、3日（月）、17日（月）

入会すると断然おトク！

詳しくはお問合せください！ 指定管理者：株式会社ケイミックスパブリックビジネス

https://www.sakira-ritto.net/

24日（月）、31日（月）

年会費 有効期間

会員募集中！

1月4日～ 1月31日

さきら公式WEBサイト1
2022

https://www.sakira-ritto.net/

栗東芸術文化会館さきら 主催事業・共催事業 会場の表記について 大…大ホール 小…小ホール中…中ホール 展…展示室 広…シンボル広場

1月 曜日 催物名 時間 会場 入場料等 主催・お問合せ

8日 土  久遠クラシックコンサート 14:00開演（13:30開場） 小 大人　1,500円
学生　1,000円

 坂本
 080-8532-8976

9日 日  令和4年栗東市成人式

【1部】13:00開演（12:15開場）
対象：栗東中・葉山中学校区在住者
【2部】15:00開演（14:15開場）
対象：栗東西中学校区在住者

大 無料  栗東市生涯学習課
 077-551-0496

15日
16日

土
日

 新春・弦楽器体験ワークショップ
 「ヴァイオリン・チェロを弾こう！」
 ①親子コース
 ②1日コース
 ③2日コース

①16日 11:00～12:00
　　　 13:30～14:30
②15日 11:00～12:00
　　　 13:30～14:30

③各日ともに15:00～16:00

小
①1,000円
②1,000円
③2,000円

 栗東芸術文化会館さきら
 077-551-1455

16日 日  ロマン楽器
 ジュニアオリジナルコンサート2021

未定
主催にお問合せください 大 無料

関係者のみ
 ロマン楽器株式会社
 077-561-3808

20日 木  しが企業内人権啓発セミナー 13:30開演（13:00開場） 大 無料  滋賀県商工観光労働部商工政策課
 077-528-3713

22日 土  栗東市青少年育成大会 13:00開演（12:30開場） 中 無料  栗東市青少年育成市民会議
 077-551-0145

23日 日  滋賀大学教育学部大学院
 音楽教育領域修了研究発表会 14:00開演（13:30開場） 小 無料  滋賀大学大学院音楽教育領域

 077-537-7715（犬伏）

29日 土  講演会 12:30開演（12:00開場） 小 2,000円  塩入
 090-5121-5557

30日 日  SAKURA JAPAN MUSIC COMPETITION 2022 
 ピアノ部門　滋賀大会 13:00開演（12:30開場） 小 無料  さくらMusic office

 03-3224-9112

Vol.7　「湖上のマドリガル」相関図

お稽古の様子はこちら   Instagram  @sakiramusical/

戦争中

親子

仕える

友情

友人

幼馴染

？

2人の
結婚を
望む

部下

教育係警戒
暗躍

護衛

成敗

伊里寿王

咲 耶

柚月の侍女
（実は伊里寿王女）

先 王
（故人）

王妃

春 麗

王女

柚 月

武将

浦 正

摂政大臣

氷 室
国王

海 斗

舞人

頼 門

博士

鈴 丸

司祭長

道 心

護衛官

彩 来

氷室の部下

玄 武
青 龍
朱 雀
白 虎

？
或波羅国 伊里寿国

♥
♥

　さきら創造ミュージカル第13作「湖上のマドリガル」は湖
のほとりの国々を舞台とした作品です。浦正と咲耶、頼門と柚
月と2組の男女の恋を中心に、王妃・春麗や摂政大臣・氷室
など、多くの人の思惑が交錯するラブロマンスです。今回そ
の登場人物の一部の関係を公開！国や身分に引き裂かれる
彼らの恋はどうなるのでしょうか？
　実際はまだまだ多くの人が登場します。是非さきらのホー
ルでその人物模様をお楽しみください。

催物案内
2021年12月11日現在の情報です。
主催者の都合により、開演時間及び入場料等が変更になる場合がございます。
詳しくは各主催者、もしくは栗東芸術文化会館さきら公式WEBサイトまで。

栗東芸術文化会館さきら


