中村獅童のHOW TO かぶき

一、

中村獅童

中村蝶紫

澤村國矢

作◎きむらゆういち 絵◎あべ弘士／講談社刊

「あらしのよるに」
一人語り

二、絵本

チケットのお買い求めは…

●栗東芸術文化会館さきら チケット窓口

TEL:077-551-1414

special presents

●チケットぴあ
●ローソンチケット ほか

朗読：中村獅童

上演は二部構成で、第一部は、獅童が歌舞伎ならではの表
現方法や約束事を分かりやすくお話しします。
また、実際に
歌舞伎俳優がメイクをして、衣裳をつける様子を特別にご
覧いただきます。第二部は、獅童が歌舞伎化し大きな話題
になった、絵本「あらしのよるに」を朗読でお届けします。

オンラインチケット受付

さきら

※公演により取扱いプレイガイドは異なります。

栗東芸術文化会館さきら

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

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

11 22（火）
大ホール

全席指定

18:30開演
（17:45開場）

さきらカルチャークラブ2022

聴くとナットク? !クラシック入門

※3歳以下ひざ上1名まで無料、お席が必要な場合は有料 ※全席お土産つき
※プレイガイドはさきらチケット窓口、チケットぴあ（Pコード：513-299）、
ローソンチケット
（Lコード：41377）
、チケットWEB松竹 ほか
■友の会先行受付日■
■一般発売開始日■
8/11（木・祝）10:00〜21:00
8/20（土）10:00〜

（電話・オンライン受付のみ・1会員につき4枚まで） （発売初日は電話・オンライン受付のみ）

打楽器

×狂言

クラシック音楽の歴史を、時代ごとに実際の音源を聴きながら学びます。
詳しい知識がなくても楽しめる、耳で感じるクラシック入門です。
1回ごとの参加も大歓迎！

第1回
8/4（木）19:00〜20:30（18:30開場）
バロック・古典主義
第2回
8/18（木）19:00〜20:30（18:30開場）
ロマン派
第3回
9/3（土）14:00〜15:30（13:30開場）
講師 柳楽正人
近代・現代音楽
（ミュージックメッセージ代表）
一般
各回とも

小ホール

全席自由

1,000円（各回ごと）

さきら友の会
特別価格

※プレイガイドはさきらチケット窓口

vol.6

18

ほか

発売中

全10回 講師 柳楽正人
（木）〜 （ミュージックメッセージ代表）

中ホール

全席自由

14:00開演
（13:30開場）

① 8/18（木）⑥12/ 4（日）
② 8/19（金）⑦ 1/ 9（月・祝）
③ 9/17（土）⑧ 2/12（日）
④10/16（日）⑨ 2/23（木・祝）※
⑤11/ 6（日） ⑩ 2/25（土）
※イベント実施

※先着順／定員になり次第、受付終了

さきら 研修室ほか ※規定の参加申込書にてお申込みください。
14:00 〜 16:00

9 19（月・祝）

※申込書はさきらWEBサイトよりダウンロードして
いただけます。

1

（木）〜

練習室４ほか
10:00 〜 11:30

鑑 賞

狂言版による
サン=サーンス「動物の謝肉祭」
より ほか

無 料

※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。

第41回公演

あんなに優しかった ゴーレム
[作・演出]上田誠

初心者の方でも気軽に楽しめる、古今東西のポップスを歌うコーラス
の誕生です。感染症対策として、広い部屋で距離をとってのびのび歌い
ます。お子様を連れての参加もOKです！
実 施 日 月2回 原則第1・3木曜日
謝

ナビゲーター：有松有里

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）
レッスンコース）、音楽基礎クラス、
募集クラス 実技クラス（初心者コース、
オーケストラクラス
申込期間 8/2（火）〜8/27（土）17時まで
入校審査 9/4（日）
申込方法 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。

コーラス

月

打楽器・マリンバ
島田菜摘

2022年度後期入校生募集！
！

×
ラブ ップ
ポ

9

打楽器・マリンバ
宮本妥子

講座スケジュール

受講料 3,000円 定員 20名（要申込）
対象 小学4年生〜大学生

8

チケット

一般 900円

狂言師
網谷正美
（大蔵流狂言師）

2,600円（楽譜代別途）

※未就学児等の帯同可。
※詳しくはさきら公式WEBサイトをご覧ください。
※申込書はさきらWEBサイトよりダウンロードして
いただけます。

一般 [前売] 3,000円 [当日] 3,500円
学生 [前売] 2,000円 [当日] 2,500円

講師 あかしなおこ
（ヴォーカリスト）

9

10

中ホール

（土）

全席指定

※友の会会員は2枚まで割引（前売のみ）
※未就学児入場不可
※プレイガイドはさきらチケット窓口ほか

■友の会先行受付日■
7/24（日）10:00〜21:00

■一般発売開始日■
7/30（土）10:00〜

15:00開演
（14:30開場） （電話・オンライン受付のみ・1会員につき4枚まで）（発売初日は電話・オンライン受付のみ）

2022 栗東芸術文化会館さきら 8月1日～ 8月31日

8 催物案内

2022年7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。

さきら公式WEBサイト https://www.sakira-ritto.net/

栗東芸術文化会館さきら 主催事業・共催事業

Vol.11 さきら大ホールのヒミツ
栗東芸術文化会館さきらにある3つのホールの
うち、大ホールは音楽を主目的にしたものです。
音響効果に優れたシューボックス（靴箱）型をして
おり、残響時間1.7秒と、コンサートに向いた造り
をしています。客席数は808。反響板（舞台の音を
反射し客席に届ける舞台機構）のほか、オーケス
トラピットも備えており、あらゆるコンサートのご

入会すると断然おトク！

年会費

特典①
特典②

1,000円

有効期間

会場の表記について

大…大ホール

中…中ホール 小…小ホール 展…展示室

要望にお応えします。
さきら大ホールの他にはない特色が、客席か
らの眺め。正面の反響板を格納すると何と一面
ガラス張りとなっており、カスケード（滝）や樹木
が現れます。また5つある楽屋の1つにはグラン
ドピアノがあり、楽屋内でも練習が可能！
ほかにも6月号でお伝えした4台のフルコンサ
ート・グランドピアノもあり、是非あなたの思い
描く理想のコンサートをさきら大ホールで実現
してみてください。

会員
募集
中！

栗東芸術文化会館さきら

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

1年間

※翌年の入会月末まで有効

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)

交通のご案内

※さきら主催公演のみ対象（公演により枚数制限あり）

1会員2枚まで
通常10％引

※さきら主催公演のみ対象（特別価格設定の場合あり）

特典③

●JR琵琶湖線「栗東駅」東口より徒歩 5 分（約400m）
大阪から約60分 京都から約25分

●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）
休館日のご案内

［8月］1日（月）、8日（月）、13日（土）、14日（日）、
15日（月）、22日（月）、29日（月）

特典④
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

広…シンボル広場

