
さいたまアート・フェスタ実行委員会

https://saitama-artfes.jp

主催：公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、さいたまアート・フェスタ実行委員会
〔埼玉県、秩父市、公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団、公益財団法人埼玉県産業文化センター、公益財団法人さいたま市文化振興事業団、

公益財団法人草加市文化協会、公益財団法人東松山文化まちづくり公社、公益財団法人キラリ財団、上落合盆踊保存会、
NPO法人埼玉映画ネットワーク、白岡市教育委員会、一般社団法人ベンチ、医療法人社団保順会〕

文化庁 統括団体によるアートキャラバン事業（コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業）「JAPAN LIVE YELL project」

開 催 場 所

〒338-8506 埼玉県さいたま市中央区上峰3-15-1（彩の国さいたま芸術劇場内）　TEL.048-858-5500（代表）　FAX.048-858-5515

各イベント開催にあたり、新型コロナウイルス感染症拡大防止・予防対策を実施しています。
また、今後新型コロナウイルス感染症の影響によりプログラムの変更・延期・中止の可能性がございます。
最新情報は各イベント主催者のホームページまたはお問い合わせ先にて必ずご確認ください。

東松山市

秩父市

草加市

『国際ハープフェスティバル2022-草加市』

『シネマスタジオ草加 特別上映会＆ライブ・コンサート
第1部「おらおらでひとりいぐも」（映画上映）
第2部one difference & sio’n  Live Concert
＜シネマ音楽の旅＞』

〒340-0013
埼玉県草加市松江1-1-5

『Short Concert Series 2022-3
 クラシックの扉』

『クロスプレイ東松山
デイサービス楽らく×白神ももこ
ダンス公演（仮）』

〒355-0024　
埼玉県東松山市六軒町5-2

『松井咲子・栄東ジョイントコンサート』

〒336-0024
埼玉県さいたま市南区根岸1-7-1

『夏休みだよ！ホールdeわくどき！
舞台体験2022』
『中高生休日アート部屋2022』
『市民会館オープン!DAY♪』

〒368-8686 
埼玉県秩父市熊木町8-15

秩父宮記念市民会館 東松山市民文化センター

さいたま市文化センター

草加市文化会館
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『ソニックプライマリーコンサートin白岡
日本フィル弦楽四重奏団コンサート』

〒349-0296
埼玉県白岡市千駄野432

白岡市生涯学習センター
〔こもれびの森〕
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『近藤さんと踊ろう！「さいさい盆踊り」』

〒338-0001
埼玉県さいたま市中央区上落合2-2-11

JR埼京線 北与野駅
南口広場
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『クロスプレイ東松山
デイサービス楽らく×白神ももこ
ダンス公演（仮）』

〒355-0076　
埼玉県東松山市下唐子1574-1

デイサービス楽らく
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さいたま市

白岡市

『第130回さいたま定期演奏会
日本フィルハーモニー交響楽団』
『埼玉会館ランチタイム・コンサート第53回
NHK交響楽団メンバーによるヴィオラ十重奏』
『埼玉会館ランチタイム・コンサート第54回
佐藤采香（ユーフォニアム）』

〒330-8518
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-1-4

埼玉会館
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上落合盆踊保存会
文化庁 統括団体によるアートキャラバン事業
（コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業）
「JAPAN LIVE YELL project」

公益財団法人
さいたま市文化振興事業団



2022年8月26日（金） 19:15スタート（30分程度）
※「さいたまの盆おどり」：8月25日～27日（3日間）18:00～開催

近藤さんと踊ろう！「さいさい盆踊り」
～北与野駅南口広場「さいたまの盆おどり」に
近藤良平さんがやって来る!!～

JR埼京線 北与野駅　南口広場
3年ぶりの開催となった「さいたまの盆おどり」に、彩の
国さいたま芸術劇場芸術監督で振付家・ダンサーの近
藤良平さんが、埼玉にちなんだ新作「さいさい盆踊り」を
携え、みんなと一緒に踊らせて！ とやって来る!!

ライブアートで元気に！楽しい予感にきっとドキドキする！！

#4

2022年秋予定

さいたま和文化体験フェス（仮）

埼玉県の和文化の魅力を発信するフェスティバル。気軽に和文化の
魅力に触れ、楽しめるプログラムを多数ご用意。どうぞお楽しみに！
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主催：埼玉県

[出演] 近藤良平 ほか
主催：上落合盆踊保存会、さいたまアート・フェスタ実行委員会

2023年1月中旬（予定）

クロスプレイ東松山
デイサービス楽らく×白神ももこダンス公演（仮）

東松山市民文化センター、デイサービス楽らく
高齢者たちとダンスのコラボレーション！？ 高齢者向けデイサービス施設にダンサー・振
付家の白神ももこが滞在し、施設内外での出会いをもとに、新作のダンス作品を作ります。
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[振付・演出]白神ももこ
主催：(公財)東松山文化まちづくり公社、医療法人社団保順会、一般社団法人ベンチ
問東松山市民文化センター 0493-24-2011 (臨時休館日を除く 8:30~17:15)

2022年11月23日（水・祝） 13:00開演

シネマスタジオ草加 特別上映会＆ライブ・コンサート
第1部 「おらおらでひとりいぐも」（映画上映）
第2部 one difference & sio’n Live Concert　＜シネマ音楽の旅＞

草加市文化会館　ホール
芥川賞＆文藝賞W受賞ベストセラーの映画化。5人の桃子さんがくりひろげる
ユーモアあふれた感動の人間賛歌！ 映画の後は、メロディアスで心地よいサウ
ンドのone differenceと、温かく存在感のあるsio’nの歌声が映画音楽を巡
る旅に誘（いざな）います。
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[第2部 出演] one difference 〔白坂勉（サックス）、
米田雄一（ギター）〕、sio’n（ヴォーカル）
主催：NPO法人 埼玉映画ネットワーク
問048-762-9407・080-1368-7399

【Vol.11】 9月11日（日）／【Vol.12】 10月8日（土）
【Vol.13】 11月15日（火）／【Vol.14】 12月15日（木）
【Vol.15】 2023年1月18日（水）　
各日14：00開演

Short Concert Series 2022-3
クラシックの扉

東松山市民文化センター　ホール
クラシックに馴染みのない方でも気軽に楽しめるコンサートシ
リーズ。2022-3シリーズは、東松山市をはじめとする比企地域
ゆかりの素晴らしいアーティストによるコンサート。クラシック
の楽しさ、奥深さをぜひ劇場でお楽しみください！
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[出演] 9/11：林美智子(メゾソプラノ)、10/8：利根川佳子(ソプラノ)、
11/15：榎本郁(ヴァイオリン)、12/15：生野正樹(ヴィオラ)、1/18：辺見優司(ピアノ) ほか
主催：(公財)東松山文化まちづくり公社
問東松山市民文化センター 0493-24-2011 (臨時休館日を除く 8:30~17:15)

2022年12月25日（日）
午前の部 10:00～13:00
午後の部 13:30～16:30
※時間は予定
※対象は、午前の部4歳～8歳、午後の部小学生を予定。

市民会館オープン！DAY♪

秩父宮記念市民会館
エントランス・けやきフォーラム・会議室
ミニコンサート、紙おしばいの公演から、お絵描きや紙切りワークショップ
まで、市民会館内を巡る回遊型のイベント。4歳から気軽に参加でき、舞台や
美術の楽しさがぎゅっと詰まった時間を体験できます！
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[出演] オトハコ、くちびるの会、テアトロインプロヴィーゾ、チャンキー松本
主催：秩父市
問秩父宮記念市民会館 0494-24-6000 (火曜を除く 9:00～18:00)

【哲学クラス】10月23日（日）／【音楽クラス】 10月30日（日）
【演劇クラス】11月6日（日）
【舞台集中クラス】11月20日（日）・26日（土）・27日（日）<全3日間>
【映像クラス】12月11日（日）／【ダンスクラス】12月18日（日）
各日13:00～16:00　

中高生休日アート部屋2022

秩父宮記念市民会館　大ホール舞台上・けやきフォーラム
中高生を対象とした、アートや舞台などで活躍しているアーティスト
や研究者を講師に迎える連続ワークショップ！どのクラスも初心者の
方でも無理なくご参加いただける内容です。創造力が刺激されっぱな
しの濃厚な8日間になること間違いなし！

[各クラス講師] 永井玲衣(哲学)、宮内康乃(音楽)、犬飼勝哉(演劇)、
埜本幸良(舞台集中)、和田昌宏(映像)、木村玲奈(ダンス)
主催：秩父市
問秩父宮記念市民会館 0494-24-6000 (火曜を除く 9:00～18:00)

【ダンスクラス】 8月3日（水）・4日（木）<全2日間>
【演劇クラス】 8月6日（土）・7日（日）＜全2日間＞
【音楽クラス】 8月8日（月）＜全1日＞
【舞台集中クラス】8月10日（水）～12日（金）<全3日間>
各日13:00～16:00

夏休みだよ!ホール deわくどき!
舞台体験 2022

秩父宮記念市民会館　大ホール舞台上
小学4年生から6年生を対象とした、ダンス・演劇・音楽のジャ
ンルで活躍しているアーティストとともに舞台を体験する
ワークショップ。舞台全般を楽しめる3日間集中型のクラスも
開催します！わくわくどきどきの夏を過ごしましょう！

[各クラス講師] 中林舞(ダンス)、劇団 短距離男道ミサイル(演劇)、
花柄ランタン(音楽)、妖精大図鑑(舞台集中)
主催：秩父市
問秩父宮記念市民会館 0494-24-6000 (火曜を除く 9:00～18:00)

2022年9～11月

国際ハープフェスティバル2022-草加市

草加市文化会館　ホールほか
国内最大級のハープの祭典。多彩な企画でハープの魅力をお
届けいたします。若手演奏家の登竜門として「草加-日本 国際
ハープコンクール」も同時開催！
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主催：(公財)草加市文化協会、草加市、日本ハープ協会、上野学園大学・同短期大学部
問草加市文化会館（チケット専用）048-931-9977 (休館日を除く 9:00～21:00）

2022年11月５日（土） 14:30開演

松井咲子・栄東ジョイントコンサート

さいたま市文化センター　小ホール
タレント・ピアニストとして活躍する松井咲子さ
んと、栄東中学・高等学校吹奏楽部によるジョイ
ントコンサートを開催！
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[出演] 松井咲子（ピアノ）、栄東中学・高等学校吹奏楽部
主催：(公財)さいたま市文化振興事業団
問さいたま市文化センター 048-866-3171
（月曜休館 ※祝日の場合は翌日）

2022年6月24日（金） 12:10開演

埼玉会館ランチタイム・コンサート第53回
NHK交響楽団メンバーによるヴィオラ十重奏

埼玉会館　大ホール　

#2

主催：（公財）埼玉県芸術文化振興財団
※この公演は終了しました。

2022年10月26日（水） 12:10開演

埼玉会館ランチタイム・コンサート第54回
佐藤采香（ユーフォニアム）

埼玉会館　大ホール　
お昼どきの50分、気軽に一流の演奏をお楽し
みいただける好評のコンサート・シリーズ。第
54回には、今もっとも勢いのあるユーフォニア
ム奏者 佐藤采香を迎え、スペインをテーマと
した情緒豊かなプログラムを披露いたします。
深く温かな音色のユーフォニアムとピアノによ
る美しいハーモニーを愉しむひとときを、どう
ぞご一緒に。
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[出演] 佐藤采香（ユーフォニアム）、清水初海（ピアノ）
主催：(公財)埼玉県芸術文化振興財団
問SAFチケットセンター 0570-064-939
（彩の国さいたま芸術劇場、埼玉会館休館日を除く）

2023年1月22日（日） 14：00開演

ソニックプライマリーコンサート
in白岡　日本フィル弦楽四重奏団コンサート

白岡市生涯学習センター
〔こもれびの森〕

公益財団法人日本フィルハーモ
ニー交響楽団による演奏会で
す。身近な場所での生の演奏に
触れ、音楽のすばらしさを体験
してください。
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[出演] 日本フィル弦楽四重奏団
主催：(公財)埼玉県産業文化センター、白岡市教育委員会
問白岡市生涯学習センター 0480-92-1111(代)（閉庁日を除く 8:30～17:15）

2022年3月11日（金） 19：00開演

第130回さいたま定期演奏会
日本フィルハーモニー交響楽団

埼玉会館　大ホール　
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主催：（公財）埼玉県産業文化センター、さいたま市
（公財）日本フィルハーモニー交響楽団
※この公演は終了しました。

ⓒToru Hiraiwa
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ルーム

長いトンネルのように続くコロナ禍が、社会や日々の生活に様々な影響を与えるなか、
埼玉県では今年も「JAPAN LIVE YELL project」の一環として『さいたまアート・フェスタ2022』を開催します！
埼玉の皆さんに、ライブアートを通して「楽しい」を見つけて元気になってほしい！そんな願いを込めて、県内の各主催者が連携、
多彩なラインナップをご用意しました！未来に向けてイマ・ココから元気に過ごしませんか？奮ってご参加ください！！

#6

ⓒKaoru Fukui

ⓒ福本剛士
ⓒGakken Plus

ⓒ北川姉妹

ⓒ莉空

ⓒKENJI KAGAWA

ⓒ川島小鳥

ⓒ山口敦

ⓒ 2020 「おらおらでひとりいぐも」製作委員会

くちびるの会 紙おしばい
『ことだまの森』舞台写真

ⓒAyaneShindo
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