
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 … 3月26日（土）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

大ホールで開催する私のピアノリサイタル
さきらで一人ピアノリサイタル2022-23 登録者募集

2月20日（日）10:00～
2022年4月1日（金）～2023年3月31日（金）
3,000円
1時間4,000円／2時間7,000円／3時間9,000円

※詳しい申込方法はさきら公式WEBサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。

ピアノ機種 スタインウェイD274、ベーゼンドルファー290、ファツィオリF278、ヤマハCFIII-S

募集期間
登録期間
登 録 料
利 用 料

※使用できるピアノは実施日によって異なります。

音響効果の優れた大ホールを一人占め！さきらの所有する4台の世界の名器を用いて、
贅沢な舞台練習をしていただく企画です。

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

（日）

14:00開演（13:30開場）

133
小ホール 全席自由

～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
プロデューサー：プロダクションさきら参加者
（川口真帆、下田透子、橋本萌、橋本凛、森本那月 /
  講師：柳楽正人）

チケット
発売中

（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配布
※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）

出演者 ※五十音順

岩田知実（共演：三好由里子）、北岸恵子、北村萌絵

北村友結、木村優子、中嶋敏宏、増井詠子、守田恭彦

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

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

※緊急事態宣言発令に伴い中止となった2021年9月23日（木・祝）
　の振替公演です。

愛の賛歌
ハウルの動く城より「人生のメリーゴーランド」
クラリネットをこわしちゃった　ほか　　　　　
　　　　　

プログラム

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

残  席
わずか

TwitterとInstagramで
お稽古の様子を公開中！

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

2
2022

FEB
2
2022

FEB

※3歳以上有料
　（2歳以下はひざ上鑑賞無料。お席が必要な場合は有料。）



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 ［2月］ 7日（月）、14日（月）、21日（月）、28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/

年会費 有効期間

会員募集中！

2月1日～ 2月28日

さきら公式WEBサイト2
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

2月 曜日 催物名 時間 会場 入場料等 主催・お問合せ

5日
6日

土
日

 さきら創造ミュージカル2021-22
 「湖上のマドリガル」

5日 17:00開演（16:30開場）
6日 14:00開演（13:30開場） 大 一般　2,000円

大学生以下　1,000円
 栗東芸術文化会館さきら
 077-551-1455

9日 水  映画「みとりし」上映会 13:30開演（13:00開場） 小 1,000円  日本看取り士会
 086-728-5772

11日 金
 子どもの虐待防止オレンジリボンフォーラム
 ～高島事件から15年
 　これからの世代に伝えたいこと～

13:00開演（12:30開場） 小 無料  CFRびわこ
 090-7888-4620（郷間）

 吹奏楽団木曜組 第33回定期演奏会 14:00開演（13:00開場） 大 400円
 吹奏楽団木曜組
 info.mokuyougumi@gmail.com
 077-532-4833（鈴木）

 第17回市原ピアノ教室湖音発表会 9:30開演（9:15開場） 小 無料  市原ピアノ教室湖音
 077-562-8275（市原）

19日～
3月6日

土～
日

 人権啓発入賞作品・
 21世紀スローガンコンテスト入賞作品展 9:00～22:00 アトリウム 無料  栗東市人権・同和教育推進協議会

 077-551-0133

19日 土  2021年度
 人権尊重と部落解放をめざす市民の集い 13:30開演（13:00受付） 大 無料  栗東市人権・同和教育推進協議会

 077-551-0133

 平和堂財団芸術奨励賞受賞者演奏会シリーズ vol.24
 Peace with Music, Music with Pigeon
 鳩の音楽会2021

15:00開演（14:20開場） 大 無料
（要申込）

 主催：公益財団法人平和堂財団
 お問合せ：しがぎん経済文化センター
 077-526-0011

 南京の記憶をつなぐ上映会 13:30開演（13:00開場） 中
一般　1,000円
学生　500円
（当日精算）

 南京の映画をみる会
 090-7113-3122（高木）

 第30回吟道部門発表会「新春に詠う」 13:30開演（13:00開場） 小 無料  栗東市文化協会
 077-551-1455（さきら内）

25日 金
 さきらアトリウムコンサートvol.111
 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～

18:30開演（18:00開場） 中 無料  栗東芸術文化会館さきら
 077-551-1455

26日 土  フカキヨ講演会 14:00開演（13:30開場） 中 5,000円  松田（浜桜香）
 090-8141-9422

26日
27日

土
日  2022スプリングコンサート 26日 11:00開演（10:30開場）

27日 10:00開演  （9:30開場） 小 無料  （株）十字屋草津ASQUARE店
 077-561-6570

 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 13:00開演（12:30開場） 大 無料（要整理券）  栗東芸術文化会館さきら

 077-551-1455

 字幕付き映画上映会「マザーレイク」 10:30開演（10:00開場）
14:00開演（13:30開場） 中 一般[前売]1,000円[当日]1,200円

小中学生[前売]600円[当日]800円
 （社福）滋賀県聴覚障害者福祉協会後援会
 077-561-6111

13日 日

20日 日

27日 日

催物案内
2022年1月13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


