■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）

【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

2022

1/10

2022

2/13

2022サンシティ・ニューイヤーコンサート

（月・祝）
14：00 開演

NHK交響楽団

世界各地のオペラハウスで活躍するケリｰリン・ウィルソンと NHK 交響楽団、
そして日本を代表するプリマドンナ森麻季。新しい年の幕開けを飾る最高の
ステージにどうぞご期待ください。

©Erik Berg

©Yuji Hori

ケリ−リン・ウィルソン

森 麻季

ー観覧希望者申込方法についてー

●申 込 方 法：往復ハガキに下記事項を明記の上、お申し込みください。
【往信用裏面】申 込者氏名・住所・電話番号・希望人数（4名まで）
【返信用表面】返信先郵便番号・住所・氏名
※ 返信用裏面には何も記入しないでください。
※ 応募多数の場合は抽選となります。

S席 ¥7,000 A席 ¥6,000 B席 ¥5,000

（土）

14：00 開演

ピアノと歌でつづる、彼の名曲と同時代の作曲家たちの作品

昨年生誕 250 年を迎えたベートーヴェンの名曲の数々をお届けします。
曲目：ピアノソナタ「テンペスト」第１楽章、交響曲第５番「運命」より、アデライーデ 他
出演：高橋美佐（ピアノ）／ゲスト：高橋淳（テノール）

会場：越谷市北部市民会館・劇場

料金／全席指定

1/29

ベートーヴェンを讃えて…

（日）

曲目：J.シュトラウスⅡ／皇帝円舞曲、雷鳴と稲妻
トリッチ・トラッチ・ポルカ、美しく青きドナウ
マーラー／交響曲第 4 番☆

2022

（地域の）アーティストとホールの共同企画Vol.34

14：00 開演
約60分間（休憩なし）

出演：ケリ−リン・ウィルソン（指揮）、森麻季（ソプラノ）☆
NHK 交響楽団（管弦楽）

※ シニア（60歳以上）各1割引
※ 学生各半額
※ 未就学児のご入場はお断り申し上げます。

http://www.suncityhall.jp/

チケット好評発売中

“親子で聴ける”クラシックコンサート14

絵本 de クラシック

「ブレーメンの音楽隊」

2022

3/2

（水）

18：30 開演

2022

こしがや若手精選落語会 3/12
（土）

“今もっとも活躍を期待されている”若手落語家た
ちによる落語会です。高座やゲストの古今亭菊之丞
を交えてのトークコーナーなどお楽しみください。

“其の十三”

キラキラ光る金管楽器の演奏と、絵本「ブレーメンの音楽隊」を大きなスクリーンに投影
させた朗読と音楽のコラボレーション。ご家族でお楽しみいただけるコンサートです。

14：00 開演

サンシティクラシック・ティータイムコンサート

T E AT I M E C O N C E RT

小山実稚恵

¥1,800
¥1,500
¥ 500

立川だん子

3/21

（月・祝）
14：00 開演

チケット好評発売中

野村万作・萬斎一門の「万作の会」による狂言公演。
時代を超えて愛される和楽の世界をお楽しみください。

出演：野村万作、野村萬斎、石田幸雄 他
演目： 入間川（いるまがわ）
、川上（かわかみ）
、首引（くびひき）
（演目の前に野村萬斎による狂言の解説があります）

ゲスト／古今亭菊之丞

※ シニア料金は 60 歳以上
※ 未就学児のご入場はお断り
申し上げます。

参加者募集
2022

2/23

（水・祝）
午前の部11：00〜12：00
午後の部14：30〜15：30
（開始30分前より受付）

12月5日㈰ チケット発売
サンシティメンバーズ優先予約日 12/4 ㈯

申込電話番号：048
（985）
1113
（受付時間 9:00 〜 17:30）

サンシティ・ジュニアプログラム

芸人寺子屋

～「教育」×「お笑い」＝勉強の楽しさ教えます！～

よしもとのお笑い芸人と一緒に楽しくお勉強しよう！
学校や学習塾のような勉強はしません！勉強の〔面白さ〕
を発見する講座です。
今回のテーマは・・・国語『文章の組み立て方・説明文
の読み取り方』教えます！

料金／全席指定

※ シニア（60 歳以上）各 1 割引
※ 未就学児のご入場はお断り申し上げます。

春風亭与いち

一般 ¥1,800 シニア ¥1,500 学生 ¥1,300

狂言の世界

特等席￥4,500
（学生￥1,500）
一等席￥3,500
（学生￥1,000）
二等席￥2,500
（学生 ￥500）

橘家文吾

料金／全席指定

※親
 子券は、おとな・こども各 1 名のペア券
※ こどもは 3 歳～中学生まで（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。

2022

柳家緑助

野村万作

野村萬斎

石田幸雄

12月5日㈰ チケット発売
サンシティメンバーズ優先予約日 12/4 ㈯

2022

3/13
（日）

17：00 開演

会 場：越谷コミュニティセンター・宴会場（桐の間）
講 師：ドンデコルテ渡辺（吉本興業）
対 象：小学校 2 年生～ 4 年生まで・各回 15 名
参加費：500円（参加費は当日支払い）
申込み：1/15（土）
《定員になり次第締切り》

¥6,800

※未
 就学児のご入場はお断り
申し上げます。

12月19日㈰ チケット発売
サンシティメンバーズ優先予約日 12/18 ㈯

12月19日㈰ チケット発売
サンシティメンバーズ優先予約日 12/18 ㈯

越谷市中央市民会館催物 お問い合せ：越谷市中央市民会館 048-966-6622
第７回 越谷市中央市民会館 映画会

11/23（火・祝）
①10：00 開演
①14：00 開演

※ 各回入れ替え制 ※ 前売券は窓口販売のみ
※ 残席がある場合は当日 9:30 より販売あり

※ 詳しくはホームページをご覧いただくか、ホールまでお問い合わせください。

コンサートツアー2 0 2 2

料金／全席指定

料金／全席指定 一般 ¥3,000 学生 ¥1,500

料金／全席自由
前売券 ¥800
ドンデコルテ渡辺

南こうせつ

デビューから現在までにいたる
名曲の数々をユーモアたっぷりな
トークとともにお贈りします。

小山実稚恵（ピアノ）

※ 未就学児のご入場はお断り申し上げます。
※ 新 型コロナウイルス感染予防対策とし
て、ティーサービスを中止いたしますの
でご了承ください。

入場無料

～いつも歌があった～

曲目：シューマン／アラベスク 作品 18
シューマン／謝肉祭 作品 9
権代敦彦／“無言のコラール集”
～ヴィオラとピアノのための～より 川本嘉子（ヴィオラ）
© 島崎陽子
（Va 川本嘉子 友情出演）
ベートーヴェン／ピアノソナタ第 31 番 変イ長調 作品 110
※曲目および曲順、出演者は変更になる場合がございます。

©Hideki Otsuka

高橋淳（テノール）

※ 事前申し込みが必要です。 ※ 3 歳以上で静かに鑑賞出来る方が対象です。

構成・お話：岡部真一郎

料金／全席指定
おとな
こども

ピアノ・
リサイタル

料金／全席自由

人気・実力ともに日本を代表するピアニストが、満を持してお届けするベートーヴェン！

出演：トラベル・ブラス・クインテット+
（金管アンサンブル）
岡村明美（声優・朗読）

親子券

高橋美佐（ピアノ）

●受 付 期 間：12月20日（月）～2022年1月21日（金）※当日消印有効
●宛
先：〒343-0845 越谷市南越谷1-2876-1
サンシティホール「アーティストとホールの共同企画」係
●問い合わせ：電話 048-985-1113（文化事業係直通）

会場：越谷市中央市民会館・劇場

チケット好評発売中

ランチタイムコンサートvol.47

12/16（木）「デュオ ルクレール」
12：10〜12：55
（開場11：45）

冬の日のハートフルなひととき、
サックスとピアノのロマンティックサウンド

出演：松本ひろ実（サックス）、松本修一（ピアノ）
曲目：イングランド民謡より：
〈グリーンスリーブス〉ファンタジー
H・カーマイケル：我が心のジョージア
R・ロジャース/ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」より
：私のお気に入り 他

料金／全席自由 入場無料（要チケット）
※
※
※
※

3 歳以上で静かに鑑賞出来る方を対象とします。
チケット配布時間は、10:00 ～ 17:00。
配布枚数 160 枚（お一人様 2 枚まで）
定員に達し次第配布終了

会場：越谷市中央市民会館・劇場

12月2日㈭ よりチケット配布開始

