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彩の国さいたま芸術劇場オープンシアター

『ダンスのある星に生まれて2022』 タイムテーブル

2022
2022. 8/20（土）・21（日）　
彩の国さいたま芸術劇場
主催・企画制作：公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団（彩の国さいたま芸術劇場）
助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）―独立行政法人日本芸術文化振興会
後援：埼玉県教育委員会、さいたま市教育委員会

彩の国さいたま芸術劇場オープンシアター
芸術監督 近藤良平※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。予めご了承ください。

※上演時間（分数）は目安です。

※上演時間（分数）は目安です。

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/

本公演は出演者との距離を確保した上で定員を設定しております（小ホール公演は通常通りの配席にて販売いたし
ます）。ただし、今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては変更になる可能性がございます。

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。

チケット取扱い＆お問合せ ［チケット発売日 メンバーズ6/25（土） 一般6/26（日）］

［ラ・ラ・ラ シアタートリップ2100］ ［こどものためのピアノ小曲集＆少年時代の画集］
SAFチケットセンター 0570-064-939（休館日を除く10:00～19:00） 
※一部IP電話からは、ご利用いただけません。  

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）

［光の庭プロムナード・コンサート］ ［いぬのおまわりさん］ ［仮面ワークショップ］
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。

お申込み ［申込開始 6/25（土）10:00～］

「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
中学校

開館時間はいつでもご覧いただけます（休館日を除く9:00～22:00）

気まぐれの場所・時間
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10:00～17:00

12:00（120分）
※途中の入退場可。
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ラ・ラ・ラ シアタートリップ2100　
大ホールの舞台をダンスと旅するショートトリップ！
美術館で絵画を見るように、舞台上をめぐりながらいろんなダンスに出会う。
「2100年」の未来にトリップ？ 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。車いすをご利用の方もご参加いただけます。
※演出の都合上、会場内が暗くなります。予めご了承ください。

8/20（土）・21（日）
各日①10:30 ②11:15 ③12:30 ④13:15（各回15分前開場）
（上演時間 約30分）

大ホール 舞台上
構成・演出・振付：近藤良平
出演：うえもとしほ、岡本優、キガワ成、工藤響子、小暮香帆、
柴田菜々子、清水美紗都、藤島美乃里 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）。
※車いすでご来場の方は、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。

8 20
（土）

8 21
（日）
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（土）
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（日）
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（土）
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（日）
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（土）
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（日）

チケット発売開始 メンバーズ6/25（土）・一般6/26（日）

こどものためのピアノ小曲集 
＆ 少年時代の画集　
子どものためのピアノ練習曲をダンスで視覚化！
『ブルグミュラー25』に続く、待望の第2弾。
この音楽、あなたにはどう見える？

8/20（土）・21（日） 各日14:30（14：00開場）
 （上演時間 約70分）

小ホール　
構成・演出・振付：近藤良平
出演：井田亜彩実、植田崇幸、川合ロン、四戸由香、ジントク、田上和佳奈（ダンス）
廣澤麻美（ピアノ） 
曲目：カバレフスキー：《こどものためのピアノ小曲集》より
ハチャトゥリアン：こどものアルバム 第1集《少年時代の画集》より
（初演：2016年・神楽坂セッションハウス）

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）。
※車いすでご来場の方は、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。

音楽天国
～スポットライトを君に！～
世界の巨匠たちも立ったあの舞台で演奏できる、
1日限りの夢のステージ。子どもから大人まで、
今日はあなたが主役です！ 客席からの拍手もひとりじめ！

8/21（日）12:00～14:00（11:45開場）
音楽ホール
出演：公募で選ばれた音楽を愛する皆さん
〈出演〉参加無料・要申込
〈鑑賞〉入場無料・申込不要・途中入退場可
※入場に年齢制限はありませんが、静かに鑑賞いただけますようご協力をお願いします。

チケット発売開始 メンバーズ6/25（土）・一般6/26（日）

出演者募集中！ 締切 7/10（日）  ※詳細は劇場HPをご覧ください。

8 20
（土）

8月

8 21
（日）

光の庭プロムナード・コンサート 
夏休みスペシャル

キミとの遭遇 ～地球上の音楽と踊りをめぐる旅～

キミと出会って真空の時間、そこからあふれるメロディは、何度だって踊り出す。

8/20（土） ①13:30 ②16:00（各回30分前開場）
（上演時間 約40分）

情報プラザ
構成：中村蓉、勝山雅世　演出・振付：中村蓉
出演：中村蓉、福島玖宇也（ダンス）、
勝山雅世（オルガン）、花澤絢子（オルガンアシスタント）
入場無料・要申込（定員各回150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。

申込開始 6/25（土）10:00～

8 21
（日）

8 21
（日）

おどる童謡 いぬのおまわりさん
広い野原をこえて冒険のその先には？ 
みんなが知っているあの童謡がダンスになる！ 

8/21（日） ①11:30 ②14:00（各回30分前開場）
（上演時間 約20分）

情報プラザ
振付・構成・演出：スズキ拓朗　歌：清水ゆり
出演：清水ゆり、小林らら、ジョディ、よし乃、スズキ拓朗
入場無料・要申込（定員各回150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。

申込開始 6/25（土）10:00～

8 20
（土）

チョキチョキ☆仮面ワークショップ 
& パレード
いろんなカタチをハサミで切り出すチャンキーさんと一緒に、
チョキチョキっと仮面をつくって、劇場をみんなでパレード！

8/20（土）10:00～11:10（9:45開場）
大稽古場
ナビゲーター：チャンキー松本（切り絵師）
参加料（税込） 500円 ※材料費込み・当日払い
4歳～高校生対象　要申込（定員30名）

申込開始 6/25（土）10:00～

あれもこれもダンス展
スタイルさまざま色とりどり。あれも！ これも？ みんなダンス！？ 
ガレリアではこころおどる世界のひとびとのダンス展、
共通ロビーでは障害者アートにダンスを発見！

8/2（火）～8月下旬（休館日を除く9:00～22:00）
ガレリア・共通ロビー　入場無料・申込不要
協力：埼玉県障害者アートネットワークTAMAP±0、
社会福祉法人みぬま福祉会、埼玉県障害者アートフェスティバル実行委員会

ダンスのある星に生まれて2021
『ブルグミュラー25』より

気まぐれパフォーマンス
場所も時間も気まぐれにいろんなアーティストが現れる！

8/20（土）・21（日）
気まぐれの場所・時間
出演：お楽しみに！

後夜祭！さいさい盆踊り
みんなで輪になって、さあ踊ろう！
彩の国さいたま芸術劇場発、さいたまの新しい盆踊りが誕生！

8/21（日）16:00～16:45
ロトンダ  ※雨天時は劇場内

参加無料・申込不要

サイゲイ・マルシェ
地域のお店や名産品のマルシェが登場！

8/20（土）・21（日） 各日10:00～17:00
大階段下  ※雨天時は劇場内

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今年も出現！
近藤さんと一緒に、ホップ・ステップ・ポーズ！

8/20（土）・21（日）各日10:00～17:00
屋外各所  ※雨天時は劇場内

トゥクトゥクに乗って
夢のトゥクトゥク現る！ 
電気で走る！ かわいいエコ・カー。
出会えたらラッキー・デー！
※展示会・試乗会あり。

8/20（土）・21（日） 各日10:00～17:00
与野本町駅前公園～劇場　※少雨決行
（駅前遊歩道・たつみ通り脇） 

参加無料・申込不要（台数には限りがあります）
協力：株式会社ビークルファン、日本環境防災株式会社

与野本町ぶらリズム
愉快なミュージシャンと一緒に、遊歩道をウキウキ散歩！

8/20（土）・21（日） 各日①12:00 ②13:00
（上演時間 約15分）

与野本町駅前公園 ※雨天中止
（駅前遊歩道・たつみ通り方面） 

出演：ちんどん おてんきや　
さとうゆみ（ちんどん太鼓）、岡田カーヤ（サックス）、
ミナッキチ（アコーディオン）
参加無料・申込不要
※年齢制限はありませんが、小さなお子様は保護者の同伴をお願いします。

キッチンカー
バラの遊歩道にキッチンカー登場！

8/20（土）・21（日） 各日10:00～17:00
与野本町駅前公園 ※雨天決行
（駅前遊歩道・たつみ通り脇） 
主催：さいたま市中央区
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※ハサミを使った工作をおこないますので、未就学児は必ず保護者の同伴を
お願いします（保護者の入場無料）。

※4歳未満のお子様の参加はご遠慮ください（有料託児サービスあり・要事前
予約）。ご家族が参加される場合に限り、保護者同伴であれば4歳未満のお
子様もご見学いただけます。

今年も開催！ 芸術監督・近藤良平がプロデュースする

彩の国さいたま芸術劇場オープンシアター！

私たちの住むこの星は「ダンスのある星」。

舞台のうえにも街のなかにも
さまざまなダンスがあふれています。
朝から夕日が沈むまで次々と出現するダンスに出会いながら
劇場のいろんな楽しみ方を発見しよう！

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、軽食のご提供
はありません（お食事は劇場レストランをご利用ください）。


