
（日）

14:00開演（13:30開場）

2711
小ホール 全席自由 ■チケット発売日■

9/10（土）10:00～

～水のしらべに想いを寄せて～

※4歳から入場可
※友の会会員は2枚まで各10%引き

一般 2,500円
青少年（25歳未満） 1,500円

シューベルト：
　湖上の美人よりエレンの歌（アヴェマリア）
ラヴェル：水の戯れ
井藤麻依子：郷里に（新作初演）

トリオ結（Yui)
井藤麻依子（作曲・ピアノ）
伴真由子（ソプラノ）
上田明美（ピアノ）

プ
ロ
グ
ラ
ム

（土）

15:00開演（14:15開場）

109
中ホール 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

第41回公演

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

[作・演出]上田誠

完　売
御　礼

京都を拠点に活動する劇団「ヨーロッ
パ企画」の公演を全国ツアーに先駆け
てさきらで上演！             　 

（木）～

10:00 ～ 11:30

19
練習室４ほか

ラブ 
×

　ポ
ップコーラス

※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。

月2回　原則第1・3木曜日
2,600円（楽譜代別途）

実 施 日
月 謝

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！　　　　　　　　　　　　

講師　あかしなおこ
（ヴォーカリスト）

14:00開演（13:30開場）

（土）39
小ホール 全席自由

講師　柳楽正人（ミュージックメッセージ代表）

さきら友の会
特別価格 一般  900円

一般　1,000円（各回ごと）

※プレイガイドはさきらチケット窓口　ほか

第3回　近代・現代音楽
聴くとナットク?!クラシック入門聴くとナットク?!クラシック入門

さきらカルチャークラブ2022

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楽しく分か
りやすく学びます。1回ごとの参加も大歓迎！　　　　　　　　　　　　

チケット
発売中

（月・祝）

14:00開演（13:30開場）

199
中ホール 全席自由

鑑   賞
無   料狂言版による

サン=サーンス「動物の謝肉祭」より　ほか

ナビゲーター ： 有松有里

狂言師
網谷正美

（大蔵流狂言師）

打楽器・マリンバ
宮本妥子 

打楽器・マリンバ
島田菜摘×狂言

打楽器
さきらアトリウムコンサートvol.113

（土）

14:00開演（13:30開場）

2412
大ホール 全席指定

■一般発売開始日■
9/24（土）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■
9/23（金・祝）10:00～21:00

（電話・オンライン受付のみ・1会員につき4枚まで）

※プレイガイドはさきらチケット窓口、
　ローソンチケット（Lコード：51848）ほか

一般 2,000円
25歳未満 1,500円
一般&25歳未満ペア 3,000円

クロワッサンサーカスショー
BIWAKOツアー2022

チケット
発売中

18:30開演（17:45開場）

（火）2211
大ホール 全席指定

※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WEB松竹、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）　ほか

二、 絵本「あらしのよるに」一人語り

一、 中村獅童のHOW TO かぶき
作◎きむらゆういち　絵◎あべ弘士／講談社刊

中村獅童　中村蝶紫　澤村國矢

朗読：中村獅童

令和四年度 松竹特別巡業

（日）

15:00開演（14:30開場）

611
大ホール 全席指定

さきら友の会
特別価格 一般  900円一般　1,000円

高校生以下　500円

■一般発売開始日■
9/11（日）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■
9/10（土）10:00～21:00

（電話・オンライン受付のみ・1会員につき4枚まで）

※4歳から入場可
※託児サービスあり。10/27（木）までに要申込。0～1歳3,000円、2歳以上1,000円

指揮　秋山和慶 ヴァイオリン独奏
田野辺伶実

さきらジュニアオーケストラ
第13回定期演奏会第13回定期演奏会
●プログラム
ハチャトゥリャン：組曲「仮面舞踏会」より
ヴィヴァルディ：ヴァイオリン協奏曲集「四季」より「春」「秋」
ドヴォルザーク：交響曲第9番ホ短調「新世界より」

（金）

18:30開演（17:30開場）

2110
大ホール 全席指定

■一般発売開始日■
9/4（日）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■
9/3（土）10:00～21:00

（電話・オンライン受付のみ）

一般　6,600円
※3歳以上有料、3歳未満入場不可
※お一人様4枚まで
※友の会会員特別価格はございません
※プレイガイドはさきらチケット窓口、イープラス、ローソンチケット、
　チケットぴあ　ほか

N o v e l b r i g h tN o v e l b r i g h t
LIVE tour 2022 Hope Assort tour 追加公演
路上ライブの映像がSNSでの口コ
ミ で大拡散、瞬く間にその名を全国
に 広めた大阪発5人組ロックバンド 
Novelbrightのツアー追加公演が
さきらで開催決定！　    　　　

Vo.竹中雄大の心を震わす圧倒的
な歌声、一度聴いたら忘れられない
確かなメロディワーク、細部まで練
りこまれた楽曲アレンジを是非お楽
しみください。　　　　　　　　　
　 　 　 　 　 　

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
チケットのお買い求めは…

●チケットぴあ
●ローソンチケット　
●イープラス　ほか
※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
チケットのお買い求めは…

●チケットぴあ
●ローソンチケット　
●イープラス　ほか
※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



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 ［9月］ 5日（月）、12日（月）、26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！

9月1日～ 9月30日

さきら公式WEBサイト9
2022

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

Vol.12　さきらJOA

　栗東芸術文化会館さきら開館以来の目標が、
「わがまちのオーケストラ」の結成でした。その際
のコンセプトが、「すでに楽器を習っている子ども
を集めるだけでなく、初心者の子どもたちを一か
ら育ててオーケストラを作る」という遠大なもの。   
そのためオーケストラに先立ち、子どもたちが音
楽を勉強する「さきらジュニアオーケストラ・アカ
デミー」が2005年6月に開校しました。　　　　　

　日本を代表する指揮者・秋山和慶先生を迎え、
「感じる心、表現する技術」を掲げて日々子どもた
ちが音楽を楽しんで学んでいます。　　　　　
　初めて楽器に触った「初心者クラス」、楽譜の
勉強をする「音楽基礎クラス」、綿密な合奏を学
ぶ「アンサンブルクラス」など、レベルに応じて様
々なクラスで学び力を付けてきた子どもたち。
開校して5年が経った時、いよいよさきらの念願
がかなう時が来たのでした…。　　　　　　　

つづく

催物案内
2022年8月17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

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


