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清水かつら記念・童謡フェスティバル

みんなで歌おう！

10/8

こどもたちとつくるコンサート

金祝

日

元ＮＨＫうたのおねえさんがお届けするコンサート♪
０才から入場ＯＫ！どなたでも安心してお楽しみいただけるように
授乳室やおむつ交換室＊もご用意。楽しくみんなで歌っちゃおー！

シベリウス「カレリア」序曲 Op.10
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第２番 ハ短調 Op.18

＊おむつ等を捨てて帰ることはできません。あらかじめご了承ください。

※上記発売日のイトーヨーカドー和光店2Fチケットコーナーでのお取り扱いは、13時からとなります

SSUNAZALEA

その鍵はもうあなたの前に。

サンアゼリアスイート。
それは、毎回その回の出演アーティストがゲストの皆さまを特別な空間へと
お招きするイメージのコンサートです。大ホールの舞台上がサロンへ変身！
３種のハープで贈るクリスマスコンサート。ハープの魅力を存分にお届けします。

S

ジングル･ハープ･クリスマス

火

サンアゼリアスイート

SUITE
R.N. 1712

ジングル･ハープ･クリスマス

出演：田中淳子 ／ハープ
曲目：アメイジング･グレイス ハープ･コンチェルト クリスマスメドレー 広い河の岸辺

ほか（予定）

14:00 大ホール舞台上

☆ イトーヨーカドー和光店２Ｆチケットコーナーでの チケット発売初日
︵友の会・一般︶のお取り扱いは 時からです。

全席自由（ソフトドリンク１杯付） 友の会会員 1,200 円 一 般 2,200 円
♪ぜひこの機会に『サンアゼリア友の会』へのご入会をご検討ください。会費￥2,000（会員期限 2018 年 3月末日まで）

友の会・一般 8 月 26 日（土）発売

トゥーランドット

オペラ

作曲：ジャコモ･プッチーニ
指揮：ヴィート･クレメンテ

全３幕
字幕付イタリア語上演

青盛のぼる

土･日

オペラ彩 第３４回定期公演

鈴木慶江

12/23･24

※上記発売日のイトーヨーカドー和光店2Fチケットコーナーでのお取り扱いは、13時からとなります

13

原作：カルロ･ゴッツィ
台本：ジュゼッペ･アダーミ／レナート･シモーニ
演出：直井研二
公演監督･総合プロデューサー：和田タカ子

日日

23 24
土土

出演：23 日 鈴木慶江 田大成 高橋啓三 村上敏明 佐藤美枝子 吉武大地 持齋寛匡 工藤和真 星野淳 ほか
24 日 青盛のぼる 田代誠 佐藤泰弘 大澤一彰 登川直穂子 原田勇雅 浅野和馬 布施雅也 福井克明 ほか
合唱：オペラ彩合唱団 東邦音楽大学 東邦音楽短期大学 東邦音楽大学附属東邦第二高等学校 みどりのそよ風児童合唱団
うずら児童合唱団 児童合唱団和光ジョイアンジェリ
管弦楽：アンサンブル彩
バンダ：東邦音楽大学 東邦音楽短期大学有志
バレエ：東京創作舞踊団

全席指定 S 10,000 円 A 8,000 円 B 7,000 円 C 5,000 円
学生券 3,500 円

特別学生券 ( 高校生まで ) 2,000 円

平成２９年度 文化庁 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業

友の会・一般 8 月 27 日（日）発売

11/24
金

※上記発売日のイトーヨーカドー和光店2Fチケットコーナーでのお取り扱いは、13時からとなります

平成２９年度 公益財団法人和光市文化振興公社 助成公演

シネサロン･和光 第３７回上映会

〈映画〉この世界の片隅に

平成２９年度 公益財団法人和光市文化振興公社 助成公演

11/14 ベビーカーコンサート in 和光
火

【日本アカデミー賞 最優秀アニメーション作品賞 受賞】

日本中の思いが結集！
100年先も伝えたい、珠玉のアニメーション
主演（声）: のん 原作 : こうの史代（双葉社刊）
音楽 : コトリンゴ 監督 : 片渕須直

曲目 ： ミュージカル曲と童謡やアニメソング 他
（演奏 : 約４０分）
出演 ： 間瀬田紗代 〈声楽〉

①14:00 ②19:00
【２回上映】大ホール

佐藤佑美 〈ピアノ〉

10:50 小ホール

友の会・一般 8 月 26 日（土）発売

© こうの史代・双葉社／『この世界の片隅に』製作委員会

ワークショップや美味しいご飯で
楽しい時間を過ごそう！！

指揮：岸本祐有乃

ピアノ：大嶺未来

小ホール

申し込み先 ： minikonkai@gmail.com
問合せ ： 080-5037-7177 （櫻井）

※画像は昨年の様子です

他

Sakura Blunch Day 11:00 ～16:00
RISO special LIVE 16:30 ～18:00

入場無料

管弦楽：和光市民オーケストラ

平成２９年度 公益財団法人和光市文化振興公社 助成公演

10/22 SWAN 童謡の会コンサート 10/28
日
土

ＮＰＯ法人みんなで元気設立５周年記念

秋の気ままカフェ＆
手作り作家の雑貨市

SWA N ( 志木･和光･朝霞･新座 ) を
中心に活動しているシニア童謡団
体等が一堂に会するコンサート♪

聴いて、観て、買って、楽しい、

出演：青島広志 （ピアノ・お話し）

小ホール

巷でうわさの？参加型交流カフェ！
手作り作家による逸品ぞろい！

海藤晴子 （ソプラノ･指揮） ほか

気ままカフェ13:30
全席自由 500 円 ５周年記念
特別価格

14:15 大ホール

♪入場料は当日入口でお支払いください

全席自由 1,000 円

雑貨市 12:30
入場無料

好評発売中

＊画像は前回の様子

ホール予定表

仮面ライダースーパーライブ２０１７
２０１７年７月８日 (土 ) 大ホール
現在放送中の仮面ライダーエグゼイドから、みん
なの憧れ１号まで、国民的ヒーローである仮面ラ
イダー。サンアゼリアを舞台にスーパーライブ２０
１７のストーリーが最高にカッコよく、そして感動
的に繰り広げられました。テレビで見ていた仮面
ライダーが今、目の前にいるという感動！会場に
飛び交うレーザー光線！光と音の演出に、こども
達だけでなく、あの頃こどもだった大人達までが
© 石森プロ ・ テレビ朝日 ・ ADK ・ 東映
興奮せずにはいられない舞台でした！ 公演終了後の仮面ライダー握手会では、この日は
５人の仮面ライダー達がお客様を握手でお見送り。ヒーロー達と直接触れ合える喜び。
今日の想いを胸に秘め、近所の平和を守っていこうと心に決めたお客様Ａ氏であった。

日程

9

催し物

会場

開演

ひかりとなごみのコンサート

小ホール

14:00

サンアゼリア
全席自由2,000円
高校生以下1,200円 和光市文化振興公社

宝塚歌劇 雪組 全国ツアー公演

大ホール

14:00/18:00

完売御礼

サンアゼリア
和光市文化振興公社

サンアゼリアクラシックBOX

入場方法

主催者

２

土

13

水

14

木

24

日

ルディ・ウィンド・アンサンブル 5th Concert

大ホール

14:00

全席自由500円

ルディ・ウィンド・アンサンブル
090-1257-7278

8

日

和光市民オーケストラ 第25回記念定期演奏会

大ホール

14:00

全席自由500円

和光市民オーケストラ
070-5078-2531(江頭)

8

日

WAKO RISO festival 2017

小ホール

11:00

入場無料

RISO

14

土

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト

大ホール

15:00

全席指定
S4,000円
A3,000円 ほか

サンアゼリア
和光市文化振興公社

15 日

朝霞混声合唱団第14回定期演奏会

大ホール

14:00

全席自由900円

朝霞混声合唱団
080-5056-8142

22 日

SWAN童謡の会コンサート

大ホール

14:15

全席自由1,000円

SWAN童謡の会
048-472-9873

28 土

MASUO 9th CONCERT

大ホール

13:30

全席自由500円

MASUO

13:30

500円

12:30

入場無料

月
臨時休館日

サマーウェーブ 〜 アメリカの夏が来た！
２０１７年７月２３日 (日 ) 大ホール
多くの応募者の中から抽選で当選した幸運なお客
様で満席の中、米海軍第７艦隊音楽隊「オリエン
ト・エクスプレス」によるコンサートが行われま
した！ 誰もが耳にしたことのある洋楽のＣＭソン
グから邦楽のヒット曲まで、ポップスを中心とした
選曲で会場を大いに沸かせました。中でも唯一、
日本語で歌った曲では客席はこの日一番の盛り上
がりをみせました。配付プログラムと演奏曲順が
入れ代わってしまうなどはご愛敬ということでご容赦ください。そして、最後は鳴り止ま
ないアンコールに応えてメンバーが再登場。公演は興奮のうちに幕を閉じました。また
来年、お会い出来ることを願って♪

10
月

ごとうけい紙工作展２０１７ 空飛ぶペンギンがやってくるっ !?
２０１７年７月２６日 (水) −３０日 (日) 展示棟
待ちに待った夏休み。サンアゼリアに空飛ぶペンギンたち
がやってきました！ 紙工作作家ごとうけい氏の紙工作
展。ほぼ原寸大の動物たちが、子供から大人まで多くの
方の目をくぎ付けにしました。これらが全て紙で出来てい
るとは思えない迫力に、来場された皆様は大興奮の様子
でした。また、土日に開催した、ごとうけい氏が講師の
紙工作ワークショップは、事前申込みで既に満席の大盛
況。老若男女が真剣な様子で工作に取り組みます。悪戦
苦闘しながらも、最後は完成した「ペンギン」を嬉しそ
うに達成感と笑顔でお持ち帰り。期間中は１６００人以上
の幅広い年代の方にご来場いただきました！

28

土

日程

9月23 日 土
〜

＊高校生以下 無料（入場時に学生証提示）

アフロ桜開花宣言！！
秋なのに花見やるってよ

企画展示室
展示ホール

全席自由
大人 500 円 乳幼児 200 円

全席自由 800 円（当日1,000 円）

☆ ２０１７年８月１日現在で作成しているため
それ以降の内容変更についてはご了承ください。

乳幼児や子育てママさん達にプロの
音楽を楽しんでもらいたい ! 泣いても
騒いでも大丈夫。 ０才児から OK ♪

昭和２０年、 広島 ・ 呉。
わたしは ここで 生きている。

※上記発売日のイトーヨーカドー和光店2Fチケットコーナーでの
お取り扱いは、13時からとなります

【第２３回】

☆ 公演ではやむを得ず曲目等が変更になる場合が
ありますので予めご了承ください。

大澤一彰
村上敏明

14:00 大ホール

～ 秋の 花見ブランチ ～

平成２９年度 公益財団法人和光市文化振興公社 助成公演

☆ 各イベントおよびチケット発売の詳細については
サンアゼリア ホームページにてご確認ください。

サンアゼリアスイート R.N. 1712

12/12

日

ステージ出演：RISO

好評発売中

＊画像は前回の様子

WAKO RISO festival２０１
７

ラフマニノフ 交響曲第２番 ホ短調 Op.27

全席自由 500 円

平成２９年度 文化庁 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業

平成２９年度 公益財団法人和光市文化振興公社 助成公演

10/8

14:00 大ホール

全席自由 500 円【チケット１枚につき、こども（小学生以下）１名様まで無料】
友の会・一般 8 月 26 日（土）発売

和光市民オーケストラ
第２５回記念定期演奏会

２５回目の節目を迎えて贈る、
市民オケのラフマニノフ！

出演：渡辺かおり （童謡歌手）元 NHK 教育 TV「ワンツー・どん」、NHK「みんなの童謡」、ディズニー DVD「バンビⅡ」挿入歌
雨宮知子 （童謡歌手） BS 日本テレビ「それいけアンパンマンくらぶ」初代おねえさん、テレビ山梨「おんがくのかぜ」
篠崎仁美 （ピアノ） あらゆるジャンルを弾きこなすユニークなピアニスト、フジテレビ「あっぱれさんま大先生」音楽の先生
ほか
長崎真音 （ヴァイオリン）オーケストラのコンサートマスターも務める実力派ヴァイオリニスト

11:00 大ホール

平成２９年度 公益財団法人和光市文化振興公社 助成公演

28 日 木

秋の気ままカフェ

小ホール

手作り作家の雑貨市
催し物

和光市指定記念特別展
午王山遺跡 弥生時代の落し物

時間

９－１７時

入場方法

無料

080-3458-1833

みんなで元気
070-6638-3750(山川)

主催者
和光市教育員会
048-424-9119

＊201７年８月１日現在で作成しているため、それ以降の内容変更についてはご了承ください。詳細は各主催者へご確認ください。

