【東武スカイツリーライン新越谷駅・JR 武蔵野線南越谷駅下車徒歩 3 分】

チケット
予 約

048ー985ー1112

［ 受付時間 9:00 〜 21:30］※発売初日は午前 10:00 より電話予約のみ受付

http://www.suncityhall.jp/

10/30 伶楽舎
（土）
17：00 開演

11/3

雅楽

13:00 開演

世界最古のオーケストラといわれている雅楽。
その雅な演奏と華麗なる舞をお楽しみください。

会場：越谷市日本文化伝承の館
こしがや能楽堂

曲 目／
管 絃：
「平調音取、越天楽」「五常楽急」
舞 楽：
「胡飲酒 序破」
その他：
「正倉院復元楽器による演奏」など

写真提供：伶楽舎、水戸芸術館

前売り券完売

※ 雨天決行（荒天時中止）
※ 未就学児のご入場はお断り申し上げます。

14：00 開演

※天候により当日券販売は中止の場合あり

村治佳織 & 村治奏一
ギターデュオ・リサイタル

一般 ¥3,000 学生 ¥1,500

写真撮影：前島久男

チケット好評発売中

※ 未就学児のご入場はお断り申し上げます。
※ 雨天決行（荒天時中止）

お問い合わせ：こしがや能楽堂

12/5
（日）

15:00 開演

048-964-8700

井上あずみ
ファミリーコンサート

18：30 開演

¥2,000
チケット好評発売中

５名様まで 200 円引き 当日券のみ販売

11/26・27

1966Quartet

出演：水野勝、高畑淳子、橋爪功、剛力彩芽、松下由樹
袴田吉彦、大和田伸也、石丸謙二郎、金田明夫
西村まさ彦、石橋蓮司 他

料金／全席自由

５名様まで 200 円引き 当日券のみ販売

12/17・18

（金）（土）

※未
 就学児童のご入場は
お断り申し上げます。

※ 未就学児のご入場はお断り申し上げます。

チケット好評発売中

料金／全席自由

①14：30 開演
②17：30 開演

12/25（土）

料金／全席指定

¥1,000

※このチラシをお持ちの方は

５名様まで 200 円引き 当日券のみ販売

2022

1/21・22

（金）（土）

唐人街探偵 東京MISSION

世界最強の名探偵たちが東京に集結！これぞ娯楽映画の最先端にして頂点！
ド派手なカーアクション、相撲や剣道を取り入れた乱闘シーン、あの有名キャ
ラクターに扮するコスプレパレード、さらには『シャーロック』シリーズを
思わせる推理シーンなど見どころ満載！ダイナミックな映像表現と圧倒的な
スケールで放つ、＜コメディ×ミステリー×アクション×ドラマ＞全ジャン
ルメガ盛りの超絶エンターテインメント作品が幕を開ける！！

【上映時間】
1回目／10：00 2回目／14：00 3回目／18：30

①10：00 開演
②12：40 開演
③15：20 開演
④18：00 開演

料金／全席指定 ¥3,500

出演：柳 楽優弥、田中泯、阿部寛、永山瑛太、玉木宏
瀧本美織、津田寛治、辻本祐樹、浦上晟周
河原れん、城桧吏 他

12/24（金） しまじろうコンサート
しまじろうと クリスマスの ねがいごと

12/26（日）
柳亭小痴楽

HOKUSAI
時は江戸。幕府によって表現者が自由を奪われていた時代に、自分
の道を貫き、ひたすら絵を描き続けた天才絵師・葛飾北斎。今もな
お、あらゆるジャンルで世界に影響を与え続けている北斎の画狂人
生の挫折と栄光。幼き日から 90 歳で命燃え尽きるまで、絵を描き
続けた彼を突き動かしていたものとは？信念を貫き通したある絵師
の人生が、170 年の時を経て、今はじめて描かれる。

【上映時間】
1回目／10：00 2回目／14：00 3回目／18：30

①10：00 開演
②12：40 開演
③15：20 開演
④18：00 開演

柳家三三

¥1,000

※このチラシをお持ちの方は

¥2,000
学生 ¥1,000

他

お終活 熟春！人生、百年時代の過ごし方

熟年離婚寸前の夫婦が、葬儀社の男から紹介された終活フェアを
きっかけにてんやわんやの大騒ぎ！人生百年時代と言われる今、定
年後に訪れる「熟年の青春 = 熟春（じゅくしゅん）」を明るく迎え
るために人生整理に動き出す家族の騒動をコミカルに描いた「笑っ
て」「泣けて」「役に立つ」ヒューマンコメディが幕を開ける！！

【上映時間】
1回目／10：00 2回目／14：00 3回目／18：30

チケット好評発売中

出演：柳家花緑、柳家三三、柳亭小痴楽

柳家花緑

（金）（土）

～DIAMONDS～

一般

花緑・三三・小痴楽 三人会

¥1,000

※このチラシをお持ちの方は

チケット好評発売中

料金／全席指定

曲目
E. モリコーネ：映画『ニュー・シネマ・パラダイス』から〈愛のテーマ〉
D. マリアネッリ：映画『プライドと偏見』から〈夜明け〉
E. モリコーネ：映画『ミッション』から〈ガブリエルのオーボエ〉
C. アズナヴール：映画『ノッティングヒルの恋人』から〈She〉 他
※曲目および曲順は変更になる場合がございます。

※未就学児のご入場はお断り申し上げます。

料金／全席自由

料金／全席指定

第五十四回こしがや落語会

未来へのかたち
壊れた家族を蘇らせたのは、最愛の人が残した記憶でした―。
壊れていた家族が、国の伝統工芸品に指定されている砥部焼
で「オリンピックの聖火台を作ろう」と町をあげて実施され
たデザインコンペに挑戦し、陶芸を通して絆を取り戻してい
く家族の再生物語。

【上映時間】
1回目／10：00 2回目／14：00 3回目／18：30

※ 中学生以下各半額
※ 未就学児のご入場はお断り申し上げます。

結成 11 年目！
新たなメンバーで歩み出した
1966 カルテット！！
NEW アルバム発売を記念し、
収録曲の中から UK ロックナンバーを
お届けします♪

（火）

（金）（土）

・各回入替制
・満席の場合は、入場をお断
りする場合がございます。

出演：伊藤淳史、内山理名、吉岡秀隆、橋爪功、桜田ひより
飯島寛騎（男劇団 青山表参道 X）、宮川一朗太
川野太郎、六平直政、大塚寧々 他

スタジオジブリ作品の様々な楽曲でおなじみの
井上あずみさんがサンシティホールへやってきます！
大人からお子様までみんなで一緒に
楽しい時間を過ごしましょう！

12/21

10/22・23

¥5,000
A席 ¥4,000

14：00 開演

チケット好評発売中

料金／全席指定
一般 ¥4,000 学生

大人気の東京シティ・フィルのドラゴンクエストが今年も越谷で開催決定！
数々の名曲を聴きながら、いざ冒険の旅へ！

（土）

※こどもは、3 歳～中学生
（3 歳未満でもお席が必要な場合は有料）
※ 3 歳未満でも入場できますが、静かに鑑賞
できる方を対象とします。

日本のクラシックギター界で、今、一層輝きを増しているスター・プレイヤー
村治佳織と村治奏一。実力派姉弟が揃う貴重なファン待望のデュオ・リサイタル
が実現！映画音楽、懐かしい日本のメロディー、そしてギターの名曲まで、
姉弟デュオによる阿吽の呼吸で紡ぎだす繊細な響きをお楽しみください。

Ⅰ～Ⅲベストセレクション

交響組曲
「ドラゴンクエスト」

（日）

12/11

おとな ¥2,000 こども ¥1,000

©Yusuke Suzuki

14：00 開演

サンシティ名画劇場

S席

料金／全席自由

¥2,000
学生 ¥1,000

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト

料金／全席指定

※上演の前に演目解説がございます。

一般

11/7

出演：
海老原 光（指揮とお話）
東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団（管弦楽）

演目：仕舞「清経キリ」
「葛城キリ」
舞囃子「紅葉狩」
狂言「千鳥」
能「安達原 黒頭」

料金／全席自由

（土）

秋の調べ

こしがや能

（水・祝）

会場：越谷市日本文化伝承の館 こしがや能楽堂

11/13

第29回

■各 催物については当ホールへお問い合わせください。又、内容・料金等については、
一部変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
■紙面上の入場料には、消費税が含まれております。
■チケット発売初日は、午前 10 時より電話予約のみ受付となります。
電話予約の際、予約受付完了前に通話が切れた場合は、申込みは無効となります。
■発売初日は座席のご指定はできません。
■ 2021年10月上旬の予定となります。チケットが売り切れになっている
場合もございますので、あらかじめご了承ください。
発行／公益財団法人越谷市施設管理公社（越谷コミュニティセンター）

¥3,480 ※会館特別価格

※ 3 歳以上有料
※ 3 歳未満は保護者 1 名につき 1 名までひざ上無料
（3 歳未満でもお席が必要な場合は有料）

チケット好評発売中

出演：ワン・バオチャン、リウ・ハオラン、妻夫木聡、トニー・ジャー
長澤まさみ、染谷将太、鈴木保奈美、奥田瑛二、浅野忠信
シャン・ユーシエン、三浦友和 他

料金／全席自由
※このチラシをお持ちの方は

¥1,000

５名様まで 200 円引き 当日券のみ販売

