
ソロの活動はもちろん、
有名アーティストのバンドメンバーとしても活躍し、
YouTubeの弾いてみた動画でも
話題のヴァイオリニストAyasaがお届けする
“クラシック”ではない、“ヴァイオリンライブ”。

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

☎予約窓販 プレイガイド

江南総合文化会館ピピア江南総合文化会館ピピア 開場13：00  開演14：00
※3歳から入場可おとな1,500円　子ども（小学生以下） 500円

人形劇団ひとみ座

イープラス

※未就学児入場不可 3,800円  小学生2,500円

無料バス

～のんくらしっく～ in 熊谷

66作連続iTunesジャ
ズチャート1位獲得、連
続リリースなど、最高
記録を更新し続ける～
全国ツアー開催！
H ZETT M(pf/青鼻)
のユニーク且つ“無重
力奏法”と形容される
テクニカルなピアノと、
H ZETT NIRE(ba/赤
鼻)、H ZETT KOU(dr/
銀鼻)が支えるキレのあるリズムセクションを武器に、独自のアンサンブルを響か
せる。この3人以外には作り出せない音楽とグルーヴをぜひお聴きください！

落語界の大御所
“春風亭小朝”と、
お茶の間の人気者
であり秩父の星
“林家たい平”がお
贈りする真夏の爆
笑落語会。納涼の
ひとときをお楽し
みください。

ドラマや映画のテーマ音楽を演奏します。お楽しみに！

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

曲目 ベートーヴェン／エリーゼのために
ショパン／ワルツ第9番「別れのワルツ」
ショパン／ワルツ第6番「小犬のワルツ」
ショパン／ワルツ第1番「華麗なる大円舞曲」
ショパン／アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ
ショパン／24のプレリュード第13番・第24番
リスト／ラ・カンパネラ
ショパン／スケルツォ第2番
ショパン／ポロネーズ第6番「英雄ポロネーズ」

曲目 鎌倉殿の13人、日本を勇気づける名曲メドレー、
映画「ひまわり」のテーマ、威風堂  々第一番、
ウルトラ大行進（ジャパニーズグラフィティⅧ）、
スピリティッド・アウェイ≪千と千尋の神隠し≫より

指揮 棚田和彦
曲目 ビゼー／アルルの女組曲 第1番、第2番

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」

出演 髙木竜馬（ピアノ）

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 託児あり無料バス
25
設定

Ayasa Violin Live 2022

8月18日㈭発売開始

12
11 土

全席指定（税込）

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。出演は第16回エドヴァルド・
グリーグ国際ピアノコンクールにて優勝及び聴衆賞を受賞
し、アニメ『ピアノの森』で雨宮修平メインピアニスト役を務
めた髙木竜馬です。

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。

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 

チケットぴあ 511-847 主催：夢空間　企画制作：春々堂

主催：熊谷吹奏楽団
※本公演の公開練習は行いません。

主催：埼玉交響楽団
※本公演の公開練習は行いません。

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14：00  開演15：00
全席指定（税込）

☎予約 チケットぴあ 214-380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13：00  開演14：00
全席指定（税込）

☎予約 チケットぴあ 214-384窓販 無料バス 託児あり

※年齢制限はありません。入場時にはお一人様１枚
　チケットが必要です。

500円  高校生以下 100円

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 219-193 チケットぴあ215-322
チケットぴあ 513-236

窓販 無料バス

※4歳から入場可1,000円 

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）

☎予約窓販
無料バス 託児あり

土10
8

イープラスpresents
『ピアノの森』ピアノコンサート

好評発売中

土9 3

熊谷吹奏楽団
第43回定期演奏会

埼玉交響楽団
サマーコンサート2022

日8 28

納涼爆笑落語会
春風亭小朝・林家たい平　二人会

土86

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

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～

24時間お好きな時に、座席表
を見ながらご予約ができます。

利用方法

スマホ

パソコン

座席を選んで
チケット予約

発券番号が表示されます

さくらめいと　    検索

支払い・発券
●さくらめいとチケットカウンター
●セブンイレブン店頭レジ
※セブンイレブンの場合手数料がかか
　ります
※クレジットカードによるオンライン
　決済も可

または

リニューアル
しました！

財団ホームページから

ようになります！

Twitter
インスタグラム
始めました

五七五調で公演情報や日々
の財団のことについてお送り
しております。フォローをお願
いします♪

好評発売中

好評発売中

好評発売中

©Yuji Hori©Yuji Hori ©大八木宏武（都恋堂）©大八木宏武（都恋堂）

山岸茂人
ピアノ

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

曲目

※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）1,500円

託児あり無料バス
25
設定

日10
23

H ZETT
CHANNEL

日10
30

☎予約 チケットぴあ 219-190窓販 プレイガイド 会場販売

会場販売

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15：00  開演16：00
※未就学児入場不可
※U25 入場時、要身分証明書全席指定（税込） 5,000円  U25 2,500円 無料バス

25
設定

ものがたり
幸運なお客様だけがたどり着ける不思議な駄菓子屋『銭天堂』。
店主・紅子が販売する駄菓子は、どれもお客様に特別な効果をも
たらします。しかし、欲をかきすぎると…。ちょっと不思議で楽しい
世界をお楽しみください。
原作『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』シリーズ   偕成社刊  作：廣嶋玲子  絵：jyajya

小学生が選ぶ「“こどもの本”総選挙」
１位に選ばれた大人気作品
『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』が
人形劇になってピピアにやって来る！

8月22日㈪発売開始

チケット購入ページ

会員登録 （無料）

profile

7月28日㈭発売開始
18
9 日

10月3日発売開始・
埼玉交響楽団秋コンサートより

チケットが
予約できる

電話予約による
チケット購入手数料

について

10月1日以降、新規で発売を開始
する公演について、電話予約後、セ
ブンイレブン店頭レジで発券した
場合、所定の手数料が発生いたし
ます。

発券が「さくらめいと」の場合は、これ
まで同様、各種手数料は無料です。

3歳よりヴァイオリンを始め、桐朋学園附属子供のた
めの音楽教室を経て、桐朋女子高等学校音楽科に入
学。学生時代にアンドレ・アニハーノフ指揮サンクトペ
テルブルク祝祭交響楽団コンサート・ツアーにソリスト
として参加。東京オペラシティを始め全国13公演を務
めた。 2015年、本格的に芸能活動をスタート。TVCM 
や人気バラエティ番組に出演したほか、山崎育三郎や
大原櫻子、ももいろクローバーZなどのライブバンドメ
ンバーとして演奏するなど、多方面で活躍。また、自身
が無類のアニメ好きであることから、自らアニメに登
場するキャラクターにコスプレをして、アニメソングを
ヴァイオリンでカバーする弾いてみた動画を多数 
YouTubeチャンネルにアップ。演奏はもちろん、コスプ
レのクオリティーの高さでアニメファンの心を掴み、中
国をはじめ、世界各国でも話題となり、各国のアニメイ
ベントからオファーが殺到する。また、2020年には 
『BanG Dream!(バンドリ！)』プロジェクト、第4のリ
アルバンド『Morfonica』(モルフォニカ)の ヴァイオリ
ン担当・八潮瑠唯役にも抜擢され、更なる注目が集
まっている。

Ayasa
ちゃんねる。

●セブンイレブン店頭
　決済手数料：165円/件
　発行手数料:110円/枚

好評発売中

☎予約窓販 WEB

日
12
4

秋コンサート
10月3日㈪発売開始


