
・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 … 随時
・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。
  　　　　　  申込用紙はさきら公式WEB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14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

（日）

15:00開演（14:30開場）

193
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17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18回成果発表会
～感じる心、表現する技術～

※4歳から入場可

（日）

13:00開演（12:30開場）

262
大ホール 全席自由

入場無料（要整理券）
※整理券はさきら窓口にて1月21日（土）
　から配布開始
※未就学児入場不可

講評

田村響
（ピアニスト・京都市立芸術大学講師）

使用ピアノ

ファツィオリF278・ユリッシーズファツィオリF278・ユリッシーズ

さきらで一人ピアノリサイタル2022-23

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。今回の楽器はイタリア
の名器『ファツィオリ』。その明るく暖かな音色をゆ
っくりとご堪能ください。　　　　　　　　　　　

（木・祝）

14:00開演（13:30開場）

232
小ホール 全席自由

プロデューサー体験講座「プロダクショ
ンさきら」を受講する小学生が企画した
オリジナルコンサート。素敵なハーモニ
ーを奏で楽器たちが世界を救います！　
プロデューサー：
　プロダクションさきら参加者
　（小河椛、土井ひなた、森こと葉）
講師：柳楽正人

一般　500円
※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）
※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

プロダクションさきらvol.6成果発表公演

楽器は世界を救う
管の国と弦の国の楽器たちが出会い、
不思議なパワーを呼び起こす！

チケット
発売中

さきら
ミニコンサートフェスティバル

ジャンル不問！コンサートへの出演者を大募集！
あなたの普段の練習の成果をさきらで発表しませんか？
応募条件：湖南4市（栗東・草津・守山・野洲）在住・在勤・在学者を
　　　　  含む個人・団体（ジャンル不問）

：1組2,000円（メンバーの半数以上が大学生以下の場合無料）
：10分以内
：12月4日（日）～2023年1月22日（日）必着
：所定の申込書にて、来館・郵送・FAXでお申込みください

参 加 費
演奏時間
申込期間
申込方法
※応募者多数の場合抽選
※募集要項・申込書はさきら公式WEBサイトよりダウンロードしていただけます

（日）

14:00開演（13:30開場）

123
中ホール 全席自由

（日） （日）・15141
小ホール・練習室4

［申込期間］
12月17日（土）10:00
～ 1月6日（金）17:00

※電話077-551-1414にてお申込みください。電話受付後、申込書をご持参、FAX、
　ご郵送ください。参加費は当日お支払いください。
※申込書はさきら公式WEBサイトよりダウンロードしていただけます。

各回とも参加費1,000円／時間45分／定員8人（先着順・定員に達し次第締切）

ヴァイオリン・チェロ
を弾こう！

◆弦楽器に触れてみよう！コース
　①10:00～ ②11:15～　対象：年少・年中
◆もうすぐ新1年生コース
　①10:00～ ②13:00～　対象：年長
◆はじめての弦楽器コース　11:15～　対象：小学1・2年生
◆はじめてのアンサンブルコース　
　13:00～　対象：小学3年生以上の経験者

ワンコイン DE マンツーマン体験
日時：2月25日（土）・3月4日（土） 各日10:00～11:30（お一人15分）
対象：年長以上　参加費：500円　定員：各日6名
申込：2月4日（土）10:00～2月24日（金）17:00に電話受付

（土・祝）

10:00 ～ 17:00 ※2/13（月）は休館日

～112
展示室 ほか

（日）19

さきらあーとパーク2022-23

手取実咲 作品展

～祈りを象る～
いの　　　　　　　　かたど

造形作家・手取実咲の作品をさきらで展示します。
また会期中には純錫板を使いオリジナル小物を制作
するワークショップを開催！どなたでも気軽にアート
に触れて楽しめる一週間です。　　　　　　　　　 

入場無料
※関連ワークショップ参加費は有料です

あーとパークに
参加しよう！

関連ワークショップ
純錫板で小物作り

日時：2023年2月11日（土）・19日（日）
　　  各日13:30～15:30（13:00受付開始）
講師：手取実咲
対象：小学4年生以上
参加費：500円（当日支払）
定員：各日10名（先着順）
申込方法：1月8日（日）10:00より電話
077-551-1414でお申込みください。

手で曲げられるくらい柔らかい金属・錫
（すず）を加工し、あなただけのオリジナル
小物を手作りしませんか？　　　　　　
　

（土）

14:00開演（13:30開場）

182
中ホール 全席自由

鑑   賞
無   料

●プログラム
　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

さきらアトリウムコンサートvol.114

×狂言
打楽器

※台風接近に伴い中止となった2022年9月19日（月・祝）の振替公演です。

さきらアトリウムコンサートvol.113

日本の四季日本の四季
～尋常小学唱歌の世界～～尋常小学唱歌の世界～

大人から子どもまで、誰もが知る唱歌の名曲を
美しい歌声でお届けします。

●プログラム
　朧月夜、我は海の子、紅葉、雪、故郷 ほか

ソプラノ
二星美紀
ソプラノ
二星美紀

テノール
諏訪部匡司
テノール
諏訪部匡司

ピアノ
上田仁美
ピアノ
上田仁美

（日）

14:00開演（13:30開場）

291
中ホール 全席自由

鑑   賞
無   料本公演のPVをさきら公式

YouTubeチャンネルで公開中！

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
チケットのお買い求めは…

※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…

※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

A HAPPY NEW YEARA 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 23日（月）、30日（月）

［1月］ 1日（日・祝）、2日（月）、3日（火）、16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！

1月4日～ 1月31日

さきら公式WEBサイト

2023

https://www.sakira-ritto.net/
催物案内

2022年12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

Vol.14　さきら小ホール・中ホールのヒミツ

　栗東芸術文化会館さきらにある3つのホールのう
ち最も小さいのが円形の小ホール。画像の149の座
席はロールバック式で収納が可能。可動席を出して
の小規模なコンサートや演劇公演、講演会のほか、
座席を収納して美術展覧会など、最も自由な使い方
のできるホールです。あなたの自由な発想にお応え
します！　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　対して404席の中ホールは演劇に適したホール。
さきらのホールの中で最も舞台袖が広く、早変り室
も備えています。バトン（舞台の天井にある物を吊る
ための棒）も最も多い9本あり、場面転換の多いお
芝居やミュージカルも行えます。仮設反響板を出す
ことで中規模な音楽会にもご利用いただけます。
　8月号でお伝えした音楽向けの大ホールと併せ、
やりたい演目に合わせて利用するホールを選んで
いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　

　また3つのホールでは、オーケストラ、ミュージ
カル、演劇、展覧会など、多彩な催物を実施してい
ます。是非さきらにお越しになり、あらゆるジャン
ルの芸術をお楽しみください。　　　　　　　　        

さきら小ホール さきら中ホール

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


