
2月5日（土）・6日（日）にさきら創造ミュ
ージカル「湖上のマドリガル」が上演さ
れました。7月のオーディションから半
年、29名の市民キャストが毎週さきら
に集っての練習の成果を無事発揮し、
大盛況のうち幕を閉じました。　　　
このような状況下で多くのお客様にご
来場の上ご好評をいただき、キャスト・
スタッフ一同感謝の気持ちでいっぱい
です。　　　　　　　　　　　　　　
さきらは今後も市民参加型事業を実施
予定。次回はあなたが参加する番？！　

Vol.8 「湖上のマドリガル」終演！！

生命の音　魂の躍動

（火）

18:30開演（17:45開場）

76
大ホール 全席指定
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■一般発売開始日■
3/18（金）10:00～

（発売初日は電話・オンライン受付のみ）

■友の会先行受付日■
3/4（金）10:00～3/6（日）21:00

（電話・オンライン受付のみ・1会員につき4枚まで）

さきら友の会
特別価格 一般5,000円

一般　　　         　5,500円
U25（25歳以下）　3,000円

※未就学児入場不可

佐渡島を拠点に活動する「鼓童」の創立40周年記念ツアー。

©岡本隆史 ©岡本隆史 

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）　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

新規入校生募集

※詳しくはさきら公式WEBサイトをご覧ください。見学も随時可能です。まずはお気軽にお問合せください。

さきらジュニアオーケストラ・アカデミーさきらジュニアオーケストラ・アカデミー
2022年度前期入校生募集

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）対 象
募集クラス
申込期間
入校審査
申込方法

実技クラス（初心者コース、レッスンコース）、音楽基礎クラス、
アンサンブルクラス（弦・管打）、オーケストラクラス
3月2日（水）～3月26日（土）17:00まで

4月2日（土）
入校申込用紙を来館または郵送にてご提出ください。
申込用紙はさきら公式WEBサイトからダウンロード可能です。

漆塗りの魅力を、月2回のゆっくりペースで学ぶ

（水）

①10:30 ～ 12:30
②14:00 ～ 16:00

134
和室

毎月2回水曜日開講（通年講座）
~

■申込受付開始■
3/6（日）10:00～

受講料 5,000円／月 ※材料費込み
※定員①②とも10名（先着順）

さきらカルチャークラブ2022-23

講師：漆作家　佐々木萌水
暮らしうるおう

うるしの講座
※所定の申込書でお申込みください。
　詳細はさきら公式WEBサイトをご覧
　いただくか、お問合せください。

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

60名（先着順、定員に達し次第締切）
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

定 員
登録期間
登 録 料
利 用 料

※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
※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。

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

※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。）

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
※託児サービスあり
　3/10（木）までに要申込
　0～1歳3,000円
　2歳以上1,000円
　

プログラム（一部）
日の丸変奏曲・きらきら星変奏曲・かすみか雲か（実技クラス）
J.S.バッハ ： 二つのヴァイオリンのための協奏曲より（実技クラス）
イギリス民謡 ： ピクニック（合唱）
B.ブリテン ： Fanfare for St.Edmundsbury（トランペット3重奏）
ロジャース ： ドレミの歌（全員合奏）
ほか

ー同日ホワイエにて開催ー

打楽器体験
14:00～15:00

対象：小学3年生～高校生
体験無料（申込不要）

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

3
2022

MAR
3
2022

MAR



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 ［3月］ 7日（月）、14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！

3月1日～ 3月31日

さきら公式WEBサイト3
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

3月 曜日 催物名 時間 会場 入場料等 主催・お問合せ

2月19日
～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

4日
～6日

金
～日  絵画造形教室アトリエおれんじ第18回作品展

4日　15:00～20:00
5日　10:00～19:00
6日　10:00～16:30

（6日は最終受付16:00）
展 無料  絵画造形教室 アトリエおれんじ

 090-9885-3380（増田）

 さきら寄席
 春風亭一之輔独演会 14:00開演（13:30開場） 中 3,500円  栗東芸術文化会館さきら

 077-551-1455

 第16回ハーモニー・ミュージック・スタジオ発表会 13:00開演（12:45開場） 小 無料  ハーモニー・ミュージック・スタジオ
 077-582-4000

12日 土  伊藤君子 JAZZ Concert 19:00開演（18:30開場） 小
大人　2,000円

高校生以下　1,000円
会員　1,600円

 栗東音楽振興会
 077-551-1455（さきら内）

 プロダクションさきらvol.5成果発表公演
 クリエイトミライ
 ～楽器のない世界でオンガクしよう！

14:00開演（13:30開場） 小 500円  栗東芸術文化会館さきら
 077-551-1455

03:41～00:01会茶民市市東栗回五十第 展
和室

700円
（茶席二席）

 栗東市文化協会
 077-551-1455（さきら内）

19日 土  デュオ シュリューゲルツォイク
 コンサート～Empathy～ 15:00開演（14:30開場） 小 一般　3,000円

大学生以下　2,000円
 栗東芸術文化会館さきら
 077-551-1455

20日 日  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 15:00開演（14:30開場） 大 無料  栗東芸術文化会館さきら

 077-551-1455

 第14回草津東高校 軽音楽部 定期演奏会 16:30開演（16:00開場） 大 無料  草津東高校　軽音楽部
 077-564-4681

 ぷらっと・春・ジャズコンサート 19:30開演（18:45開場） 小 前売　1,500円
当日　2,000円

 ぷらっとカフェコンサートプロジェクト
 090-9619-5961（大賀）

26日
27日

土
日  アクティブフィナーレびわこ

26日 15:30開演（15:00開場）
27日 1部  12:30開演（12:00開場）
  　  2部  18:00開演（17:30開場）

大 無料
（要整理券）

 （株）十字屋 カルチャー事業部
 075-252-6661

27日 日  第27回定期演奏会 13:30開演（13:00開場） 中 無料  滋賀県立国際情報高等学校 吹奏楽部
 077-554-0600

29日 火  第20回 KAOMI Club発表会 13:30開演（13:15開場） 小 無料  KAOMI Club
 077-553-4530

5日 土

日13日

金25日

催物案内
2022年2月15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


