
（日）

14:00開演（13:00開場）

285
大ホール 全席指定

第３回
　　近江シンフォニエッタ演奏会

※未就学児入場不可　※SS席は友の会価格なし
※プレイガイドはさきらチケット窓口　ほか

SS席  12,000円　S席  6,000円
A席・車椅子席  3,000円

●プログラム
　モーツァルト：ピアノ協奏曲第20番
　ベートーヴェン：交響曲第7番　ほか

ⒸDanielDelangⒸDanielDelang

指揮  沼尻竜典 ピアノ  久末航
さきら友の会
特別価格

5,000円
2,000円

（日）

14:00開演（13:30開場）

263
小ホール 全席自由

さきら友の会
特別価格 一般  2,800円

※未就学児入場不可
※友の会会員は2枚まで割引（一般のみ）
※プレイガイドはさきらチケット窓口、ライブポケット

ギター・高井博章とバイオリン・ひ
ろせまことによるインストゥルメン
ト・アコースティック・デュオ。
フラメンコ、タンゴ、ジプシースイ
ングジャズ、和などのエッセンスを
融合した個性的なサウンドをお楽
しみください。　　　　　　　　

チケット
発売中

（木）～

10:00 ～ 11:30

64
練習室４ ※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可

月2回　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
スグループです。感染症対策として、広い部屋で距離を取ってのび
のび歌います。乳幼児を連れての参加も大歓迎です！　　　　　　
　 　 　 　 　 　

講師　あかしなおこ
（ヴォーカリスト）

ラブ 
×

　ポ
ップコーラス

（土）

16:00開演

113
アトリウム

鑑   賞
無   料

※アトリウムにお席をご用意いたしますが、数に限りがございます。
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、会場を小ホールに
　変更する場合がございます。　　　　　　　　　　　　　　
　 　 　

●プログラム
　風になりたい　上を向いて歩こう　
　瑠璃色の地球　Sing　ほか
●ゲスト演奏 ： moi
　あかしなおこ（Vo）、鈴木康介（Gt）

ラブ×ポップコーラス受講生による成果
発表公演。半年にわたる練習の成果をさ
きらのアトリウムで披露します。　　　　

ラブ × ポップ
コーラス

成果発表公演

さきらで一人ピアノリサイタル2023-24 登録者募集

2月23日（木・祝）10:00～
60名（先着順、定員に達し次第締切）
2023年4月1日（土）～2024年3月31日（日）
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
定 員
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！ピアノを愛する方々のために、4台の世界の
名器を用いて、さきら大ホールで贅沢に舞台練習をしていただけます！

※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
2023年度前期入校生募集

対 象
募集クラス
申込期間
入校審査
申込方法

さきら
ミニコンサートフェスティバル
さきら
ミニコンサートフェスティバル

湖南4市から公募した様々なジャ
ンルの演奏家たちがさきらに集
結！日頃の練習の成果をご披露し
ます。　　　　　　　　　　　

（日）

14:00開演（13:30開場）

123
中ホール 全席自由 ※未就学児入場不可

※整理券はさきら窓口にて2月25日（土）から配布開始

鑑賞無料（要整理券）

●出演団体
　野洲吹奏楽団ジュニアバンド、アンサンブルHana、ハルカとパパ、
　もりの音楽隊、Mi duo Shi、さきらジュニアオーケストラアカデミー、
　池田家、小原浩輔、クール・ニオ、りっとうアンサンブル和奏、
　栗東西中学校吹奏楽部1年生、2年生

（日）

14:00開演（13:30開場）

145
中ホール 全席指定

※友の会会員は2枚まで各10％引き　※未就学児入場不可
※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：234-328）、
　ひこね市文化プラザチケットセンター　ほか

延原武春(指揮)・浅井咲乃(ヴァイオリン)

テレマン室内オーケストラ
Ａ.ヴィヴァルディ「四季」全曲

延原武春(指揮)・浅井咲乃(ヴァイオリン)

テレマン室内オーケストラ
Ａ.ヴィヴァルディ「四季」全曲

一般　2,500円　高校生以下　1,500円

指揮と解説
延原武春
指揮と解説
延原武春

●プログラム
　J.S.バッハ：G線上のアリア
　パッヘルベル：カノン　ほか

●プログラム
　J.S.バッハ：G線上のアリア
　J.パッヘルベル：カノン　ほか

ヴァイオリン
浅井咲乃
ヴァイオリン
浅井咲乃

チケット
発売中

（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
※託児サービスあり
　3/8（水）までに要申込
　0～1歳3,000円
　2歳以上1,000円

ー同日大Hステージにて開催ー

打楽器体験
14:00～14:45（受付は14:30まで）
対象：小学3年生～高校生
体験無料（申込不要）

プログラム（一部）
中田喜直 ： めだかの学校（合唱）
W.A.モーツァルト : アヴェ・ヴェルム・コルプス（フルートアンサンブル）
A.ヴィヴァルディ ： 四季より「冬」（弦楽合奏）
　　　　　　　　　ヴァイオリン独奏：浜田優、小牧高広、大坪けいと
R.ロジャース ： ドレミの歌（全員合奏）
ほか

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…

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

●ひこね市文化プラザチケットセンター
●チケットぴあ
●ローソンチケット　ほか
※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

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…

●ひこね市文化プラザチケットセンター
●チケットぴあ
●ローソンチケット　ほか

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

※公演により取扱いプレイガイドは異なります。

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



栗東芸術文化会館さきら
毎週月曜日(月曜日が祝日にあたるときは開館)
年末年始(12月29日～ 1月3日)

休館日のご案内
JR栗東駅
より徒歩

名神高速道路
「栗東IC」より

1,000円 1年間※翌年の入会月末
　まで有効 会員募集中！年会費

［3月］ 6日（月）、13日（月）、20日（月）、27日（月）

有効期間
詳しくはさきらWEBサイトをご覧ください。

チケットの会員割引ほか
特典満載の会員制度！

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/

（水）

①10:30 ～ 12:30
②14:00 ～ 16:00

124
和室

毎月2回水曜日開講（通年講座）
~
受講料 5,000円／月 ※材料費込み
※定員①②とも6名（先着順）

さきらカルチャークラブ2023-24

講師：漆作家　佐々木萌水
暮らしうるおう

うるしの講座

※電話（077-551-1414）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。

（土・祝）

14:00開演（13:30開場）

294
大ホール 全席指定

さきら友の会
特別価格 一般  5,000円

※未就学児入場不可　※お一人様4枚まで　
※友の会会員は2枚まで割引　
※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：233-198）、
　ローソンチケット（Lコード：56346）　ほか

吉田 翔平吉田 翔平スペシャルゲストスペシャルゲスト

清塚信也
（ピアノ）

吉田翔平
（バイオリン）

©Yuji Takeuchi©Yuji Takeuchi

3月1日～ 3月31日

さきら公式WEBサイト

2023

https://www.sakira-ritto.net/
催物案内

2023年2月14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


