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文化庁  大規模かつ質の高い文化芸術活動を核とした
アートキャラバン事業 「JAPAN LIVE YELL project」

さいたまアート・フェスタ2021

彩の国さいたま芸術劇場オープンシアター
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20212021. ９/11（土）・12（日）
彩の国さいたま芸術劇場
企画・制作：公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団
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2021実行委員会、 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団

※やむを得ない事情で公演内容の一部を変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団
〒338-8506 埼玉県さいたま市中央区上峰3-15-1
TEL.048-858-5500（代表）　FAX.048-858-5515

〈大切なお願い〉 新型コロナウイルス感染拡大防止について
彩の国さいたま芸術劇場では、皆さまに安心して公演をお楽しみいただけ
るよう対策を徹底し公演を開催いたします。ご来場前に必ず劇場HPの【財団
主催事業｜新型コロナウイルス感染症対策とご来場の皆さまへのお願い】
で最新情報をご確認ください。皆さまのご協力をお願いいたします。
劇場公式HP https://www.saf.or.jp/

彩の国さいたま芸術劇場のご案内
● 2歳以上の未就学児に対して託児のご予約を承ります
（お子様一人に対して負担金1,000円）。公演一週間
前までに ㈱コマーム TEL.048-240-5000 までお申込
みください（受付時間/土・日・祝除く9:00～18:00）。定
員になり次第締め切らせていただきます。

● 駐車場（有料）は台数に限りがございますので、ご来
場の際はなるべく公共交通機関をご利用ください。

● 車椅子でご来場の方は、公演当日のスムーズなご案
内のため、前日までにSAFチケットセンターへご連絡
ください。

▶SAFチケットセンター 
　0570-064-939（休館日を除く10:00～19:00）  
　https://ticket.aserv.jp/saf/（PC・携帯） ※初めてご利用になる方は利用登録（無料）が必要です。
　窓口：彩の国さいたま芸術劇場、埼玉会館（休館日を除く10:00～19:00）
▶チケットぴあ＊ 0570-02-9999［Pコード：198-716］  https://t.pia.jp/
▶イープラス＊ https://eplus.jp/  
＊Ensemble FOVE『ZINGARO!!!』のみ取り扱い

チケット取扱い＆お問合せ 申込開始 8/14（土）10:00～

チケット販売中

ラ・ラ・ラ シアタートリップ ／ ブルグミュラー25 ／ Ensemble FOVE 『ZINGARO!!!』

チョチョイのトイ！ ／ ある朝の風景 ／ ラクダのこぶはなぜあるの
お申込み https://www.saf.or.jp/
※SAFチケットセンター（電話・窓口）でもお申込みいただけます。
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「与野本町駅」：JR埼京線「池袋駅」から普通約29分、快速約25分、「新宿駅」から快速約30分

与野西
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今年の彩の国さいたま芸術劇場オープンシアターは、
振付家・ダンサーの近藤良平次期芸術監督がプロデュース！

ダンスは人類共通の言語。そして私たちの住むこの星は「ダンスのある星」。
舞台の上だけでなく、日常のなかにもさまざまなダンスがあふれています。

ダンスでめぐる、ダンスでひろがる、ダンスでつながる2日間！

ラクダのこぶはなぜあるの
名優ジャック・ニコルソンと最高峰ジャズシンガー、
ボビー・マクファーリン共演の同名作に
インスパイアされた新作短編パフォーマンス！ 

情報プラザ　9/12（日）15:00（14:30開場）
（上演時間 約20分）

構成・演出：近藤良平
入場無料・要申込（定員120名）
※指定エリアから鑑賞いただく作品です。座席のご用意はありませんので、あらかじめご了承ください。
※年齢制限はありませんが、お子様も事前のお申込みをお願いします。

チョチョイのトイ！　
～トイピアノ＆鍵盤ハーモニカ＋近藤良平～

クラシックの名曲からおしゃれなシャンソンなど、
ユニークなアンサンブルとダンスでお届け！ 

情報プラザ　
9/11（土） ①11:00（10:30開場） ②15:00（14:30開場）
（上演時間 約40分）

出演：カメアリ・デュオ（トイピアノ：飯田有抄、鍵盤ハーモニカ：亀田正俊）、
近藤良平（ダンス）
曲目：〈運命〉のラグ、オー・シャンゼリゼ  ほか
入場無料・要申込（定員120名）
※年齢制限はありませんが、お子様も事前のお申込みをお願いします。

あれもこれもダンス展
見ようによっては、これも？ ダンス？
日常の「動きのあるもの」は、
あれもこれもダンスにみえてくる？ 

ガレリア
入場無料・申込不要

ラ・ラ・ラ シアタートリップ　
大ホール舞台をダンスと旅するショートトリップ！
絵画のようにダンスと出会う不思議なじかんをお楽しみください。
※大ホール舞台上を歩いて回る作品です。車椅子をご利用の方もご参加いただけます。 

大ホール 舞台上
9/11（土）・12（日）
各日①10:30 ②11:00 ③11:30 ④13:00 ⑤13:30 ⑥14:00 
⑦15:30 ⑧16:00 ⑨16:30（各回30分前開場／開演15分前までに大ホール入口にお越しください。）
（上演時間 約20分）

構成・演出：近藤良平
出演：岡本優（TABATHA）、工藤響子（TABATHA）、小暮香帆、近藤彩香、
四戸由香（TABATHA）、柴田菜々子（TABATHA）、清水美紗都、藤島美乃里、渕野修平 ほか （50音順）
チケット（税込） 500円 （定員各回20名）
※4歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください（有料託児サービスあり・要事前予約）。
※車椅子でご来場の方は、チケットご購入時に必ずSAF チケットセンターまでご連絡ください。
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ブルグミュラー25
ピアノを習ったことのある人なら誰もが知る、
ブルグミュラーの練習曲を全曲視覚化！
予想を裏切るサプライズ満載のダンス作品。 

小ホール　9/11（土）・12（日）各日13:00（12:30開場）
（上演時間 約70分）

構成・演出・振付：近藤良平
出演：斉藤美音子、森下真樹、中村理、中村蓉、堀菜穂 ほか、
廣澤麻美（ピアノ）
曲目：ブルグミュラー《25の練習曲》
（初演：2012年・セッションハウス）

チケット（税込） 全席指定  大人2,000円  高校生以下*1,000円
＊公演時に高校生以下の方が対象です。入場時に身分証明書をご提示ください。
※4歳未満のお子様の入場はご遠慮ください（有料託児サービスあり・要事前予約）。
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近藤さんとポーズ！
軽やかに踊る等身大の近藤良平パネルが出現！
近藤さんと一緒に、ホップ・ステップ・ポーズ！

大階段 ※雨天時は劇場内
9/11（土）・12（日）各日10:00～17:00
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Ensemble FOVE 『ZINGARO!!!』
気鋭の作曲家 坂東祐大の呼びかけで結成、第一線で活躍する音楽家たちが集結した、
いま大注目の「Ensemble FOVE（アンサンブル・フォーヴ）」。
ライブのほかドラマや映画の劇伴などでも話題沸騰中の彼らが、
彩の国さいたま芸術劇場に満を持して初登場！
2019年リリース、ツィンガロ(ジプシー系)音楽を大胆かつ現代的に解釈してみせた
CD『ZINGARO!!!』の世界をホールで新たに立ち上げます。 

音楽ホール　9/12（日）15:00（14:20開場）
（上演時間 約60分）

出演：Ensemble FOVE
曲目：ラヴェル：ツィガーヌ、モンティ：チャールダーシュ、
ブラームス：ハンガリー舞曲、サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン ほか
（CDアルバム『ZINGARO!!!』収録曲より）

チケット（税込） 全席指定  一般3,500円  
U-25* 2,000円  メンバーズ3,200円
＊U-25チケットは公演時、25歳以下の方が対象です（枚数限定）。入場時に身分証明書をご提示ください。
※未就学児の入場はご遠慮ください（有料託児サービスあり・要事前予約）。
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ある朝の風景
ガラスの部屋の一つの食卓。
あなたにはどんな風景が見えますか？ 

情報プラザ　9/12（日）11:00（10:30開場）
（上演時間 約15分）

構成・演出：近藤良平
入場無料・要申込（定員120名）
※指定エリアから鑑賞いただく作品です。
　座席のご用意はありませんので、あらかじめご了承ください。
※年齢制限はありませんが、お子様も事前のお申込みをお願いします。


