
江南総合文化会館ピピア江南総合文化会館ピピア 開場16：00 開演17：00
全席指定（税込）

デビュー5周年。精力的に活動を続けるシンガー・ソングライター半﨑美子がピピアに登場します。
「言葉にできない思いを歌う、声なき声を聴く」人々の心に寄り添う歌声をお聴きください。

半﨑美子 
明日を拓くコンサート2022 ～5th Anniversary～

4月28日㈭発売開始

3,000円  U25(25歳以下対象)1,500円 ※未就学児入場不可 
※U25入場時、要身分証明書

5,000円  U25(25歳以下対象)2,500円 ※4歳から入場可
※U25入場時、要身分証明書

☎予約 チケットぴあ 214-174窓販 プレイガイド 会場販売

お弁当ばこのうた～あなたへのお手紙～、サクラ～卒業できなかった君へ～　他曲目

☎予約 チケットぴあ 214-380窓販 プレイガイド

※未就学児入場不可 ※U25入場時、要身分証明書

さくらめいと太陽のホールさくらめいと太陽のホール 開場14：00  開演15：00
5,000円 Ｕ25（25歳以下対象）1,500円

森麻季＆錦織健 デュオ・リサイタル
アメイジング・ソングス～愛と煌めきを歌にのせて～

ヴェルディ／歌劇「椿姫」より“乾杯の歌”
山田耕筰／からたちの花、この道
服部良一／蘇州夜曲　
久石譲／Stand Alone
スッペ／恋はやさし野辺の花よ  ほか

山岸茂人

☎予約 チケットぴあ 214-384窓販 プレイガイド イープラス

※未就学児入場不可 

※イープラス先行発売は条件の良い席を
　ご用意する目的のサービスではありません。

さくらめいと太陽のホールさくらめいと太陽のホール 開場13：00  開演14：00
3,800円  小学生2,500円

託児あり無料バス

託児あり無料バス
25
設定

『ピアノの森』ピアノコンサート

最高記録を更新し続けるピアノトリオH ZETTRIO！2022年、2作目となるアル
バムを引っ提げて3年ぶりの全国ツアー開催！

2310 日 H ZETTRIO
｢H ZETTRIO Kazemachizuki Tour 2022－レソラピック－｣

4月23日㈯発売開始

出演

H ZETT M（ピアノ）、H ZETT NIRE（ベース）、H ZETT KOU（ドラムス）

さくらめいと太陽のホールさくらめいと太陽のホール 開場16：00 開演17：00
全席指定（税込）

☎予約 チケットぴあ 214-003窓販 プレイガイド

あらすじ

少年の遊び相手は柴犬と野良猫
だった。時代は太平洋戦争真っ
只中。物資不足に陥ったお国は
庶民に「家庭で飼育している犬と
猫を差し出せ」と命令を下した。
愛国心に満ち溢れていた少年
だったが…柴犬と野良猫の命を
助けたいと願った―。

樫田正剛作・演出

☎予約 チケットぴあ 510-115窓販

さくらめいと太陽のホールさくらめいと太陽のホール 開場15：00 開演16：00
全席指定（税込） 4,500円  U25(25歳以下対象)1,500円

※未就学児入場不可 ※U25入場時、要身分証明書

浅利陽介浅利陽介

鈴木杏樹

飯島直子

モロ師岡モロ師岡

514
土 方南ぐみ企画公演

朗読劇「青空」
好評発売中

25
設定 無料バス 託児あり

出演

小林研一郎指揮

ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第1番
ドヴォルザーク：交響曲第9番「新世界から」

曲目

服部百音(ヴァイオリン)ソリスト

611
土 読売日本交響楽団 
小林研一郎 華麗なる「新世界」

好評発売中

☎予約 チケットぴあ 209-014窓販

さくらめいと太陽のホールさくらめいと太陽のホール 開場14：00 開演15：00

全席指定（税込）
S席(1階)7,500円   A席(2階)5,500円 
B席(バルコニー)完売   U25(25歳以下対象)2,500円
※未就学児入場不可 ※U25入場時、要身分証明書

25
設定 無料バス 託児あり

雅楽師：東儀秀樹　
楽師：〆野護元（龍笛）、中村華子（笙）
ピアノ：Keiko

出演

越天楽幻想曲、星に願いを、
枯葉  ほか

曲目

64
土 雅楽～悠久へのいざない～
東儀秀樹リサイタル

好評発売中

☎予約 チケットぴあ 209-208窓販

さくらめいと太陽のホールさくらめいと太陽のホール 開場14：00 開演15：00
全席指定（税込） 4,000円  U25(25歳以下対象)1,500円

※未就学児入場不可 ※U25入場時、要身分証明書

©Ayako Yamamoto©Ayako Yamamoto

25
設定 無料バス 託児あり

625
土 山中千尋
プレミアム・コンサート2022

好評発売中

☎予約 チケットぴあ 209-011窓販 プレイガイド

さくらめいと太陽のホールさくらめいと太陽のホール 開場16：00 開演17：00
全席指定（税込） 4,000円  U25(25歳以下対象)1,500円

※未就学児入場不可 ※U25入場時、要身分証明書

圧巻の超絶技巧、斬新なアレンジ、
絶妙なインタープレイ――――。
世界的ジャズ・ピアニスト 山中千尋
による研ぎ澄まされた、きらめく音
の空間。
出演 山中千尋（ピアノ）　

山本裕之（ベース）　
桃井裕範（ドラムス）

25
設定 無料バス 託児あり

無料バス
25
設定

オペラ界の華!人気と実力を兼ね備えた森麻季・錦織健による夢の
デュオ・リサイタルを開催します。

©Yuji Hori©Yuji Hori

©大八木宏武（都恋堂）©大八木宏武（都恋堂）

託児あり無料バス
25
設定

イープラス
presents

7月7日㈭発売開始
810
土

髙木竜馬（ピアノ）出演

曲目

ピアノ

79
土

全席指定（税込）

全席指定（税込）

©Chihoko Ishii©Chihoko Ishii©読売日本交響楽団©読売日本交響楽団

718 ファミリーコンサート ビバ！パーカッション
月㊗

4月21日㈭発売開始

※3歳以上有料。2歳以下保護者1名につき
　1名まで膝上鑑賞無料

大里生涯学習センターあすねっと大里生涯学習センターあすねっと 開場13：00 開演14：00
全席指定（税込） 1,000円  小学生以下500円

☎予約 チケットぴあ 214-177窓販 プレイガイド 会場販売

小さいころから優れた音楽の生演奏を聴く機会があ
れば、どれほど豊かな人生のスタートになるでしょう。
ステージに並んだたくさんの打楽器から飛び出す色と
りどりのリズムに、ココロもカラダも踊りだす！
参加コーナーではボディ・パーカッションも！小さなお
子さんはもちろん、ご家族そろってお楽しみください。

マレット・ガーデン出演

おもちゃの兵隊の行進
チャルダッシュ
オズの魔法使いより虹の彼方へ
リベルタンゴ
「アナと雪の女王」よりLet it Go
ディズニーメドレー  ほか

曲目

小さなお子さま
大歓迎！

無料バス

828
日 埼玉交響楽団　

サマーコンサート2022
6月27日㈪発売開始

棚田和彦指揮

曲目 サン＝サーンス／サムソンとデリラよりバッカナール
ドビュッシー／小組曲、シャブリエ／狂詩曲スペイン
チャイコフスキー／バレエ組曲「眠れる森の美女」

さくらめいと太陽のホールさくらめいと太陽のホール 開場13：00 開演14：00
全席指定（税込）

☎予約 チケットぴあ 215-322窓販

1,000円 ※4歳から入場可

無料バス 託児あり

5月29日㈰ 
春コンサート
好評発売中！

主催：埼玉交響楽団

春風亭小朝・林家たい平 二人会

5月19日㈭発売開始

さくらめいと太陽のホールさくらめいと太陽のホール 開場16：15 開演17：00
全席指定（税込）

☎予約 チケットぴあ 511-847窓販 無料バス 託児あり

S席(1階)3,700円   A席(2階)3,200円
※未就学児入場不可 

プレイガイド 主催：夢空間　
企画制作：春々堂

土86

イープラス先行発売 ４月23日㈯12時～5月8日㈰18時
一般発売 5月28日㈯
39
土

一色まこと原作の漫画『ピアノの森』は、森に捨てられ
たピアノをおもちゃ代わりにして育った一ノ瀬海が過酷
な境遇にも負けず、ショパン・コンクールで世界に挑む
姿を描く感動の物語。
本公演では、漫画『ピアノの森』に出てくる名曲を集
め、トークとピアノ演奏で名シーンを振り返ります。出演
は、NHK総合テレビ『ピアノの森』にて、主人公・一ノ
瀬海の親友でありライバルの雨宮修平メインピアニス
ト役で出演した髙木竜馬。ロビーでは、原画の展示も
予定しております。
ショパン・コンクールでの日本人快挙が記憶に新しい
今、クラシックの名曲をぜひお楽しみください。


