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● 宮川彬良＆アンサンブル・ベガ コンサート
● 絵本作家サトシン 絵本の読み聞かせライブ
● 和楽器アンサンブル息吹 in 佐伯 コンサート2021

Eテレ
「クインテット」
、
NHK朝の連続テレビ小説
「ひよっこ」
の音楽などで
大活躍の作曲家、
アキラさん＝宮川彬良と8人の仲間
「アンサンブル・ベガ」
が
さいき城山桜ホールにやってくる！

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ コンサート
開演 14：00（開場13：30）

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ ©T.tairadate

ウットリ美音に酔い、ムハハと
笑い転げる「幸福一直線」
コンサートデビューに、
ゴールデンウィークの思い出に！
宮 川 彬 良 ＆ ア ン サン ブ ル・ベ ガ は
1998年、阪神・淡路大震災を機に結成
され宝 塚ベガ・ホールで第一 回定 期 演
奏会を開催。

2 0 0 3 -10 年 、宮川 彬良 が 音 楽 を担
当・出演したEテレ「クインテット」の演
奏を担当した。
アキラさん のユーモアあふれるトー
クとジャンルを越え室内楽 のだいご 味
を追求するステージは、ビギナーから熱
烈なリピーターまで 幅 広い層から支 持
を集め、公演回数は200回を超える。
これまでに3枚のアルバムを発表して
いる。

宮川彬良©T.tairadate
◎宮川彬良（音楽監督・作編曲・ピアノ）
Akira MIYAGAWA, Piano
作曲家・舞台音楽家

【プログラム】
●すみれの花咲く部屋
（アンサンブル・ベガのテーマ）
●ハンガリー舞曲第５番
●ユーモレスク
＜アンサンブル・ベガ名物・音符の国ツアー
よい大人になるための音楽入門＞
●ラヴァーズ・コンチェルト
●組曲「屋根の上のバイオリン弾き」から
©OFFICE VEGA

【チケット】 全席指定
一 般 2,500円
こども 1,000円（５歳〜高校生）
【チケット販売日】
４月４日（日）〜
桜ホール窓口各日販売時間
9：00〜21：00（休館日を除く）
【チケットお取扱い】
• さいき城山桜ホール窓口
〈インターネット販売〉
• ライブポケット https://t.livepocket.jp/saik210503

絵本作家サトシン
5.8
SAT
大ホール

絵本の読み聞かせライブ

参加費
無料

「うんこ！」「わたしはあかねこ」「とこやにいっ
たライオン」等、数々の 代 表 作をひっさげ てあのサ
トシンさんが4 年ぶりに佐伯にやってきます！
大 人も子どもも笑って時々胸がジーンと熱くなる
ス テ キ な 絵 本 ラ イ ブ を 是 非 体 験 し に 来 てく だ さ
い！家 族みんなで楽しみましょう！

【公演内容】
読み聞かせライブ・来場者参加型の「おてて絵本など」
※公演内容は参加者の状況により変更となる場合があります。

１回目 10：00〜11：30ごろ ２回目 14：00〜15：30ごろ
（開場9：30）

【対象】親子
【定員】
100組程度

（開場13：30）

【対象】
どなたでも
【定員】200人程度

【参加申込方法】
所定の申込用紙に必要事項を記
入の上、郵送またはメール、直接
窓口に提出してください。

サトシン（絵本作家）
デビュー以来7年で30冊以上の
絵本を出版し、現在も年間数冊
の絵 本を刊行しながら全国の
幼稚園・保育園・学校・施設など
で年間200講演をこなす行動
派作家。代表作は「うんこ！」
「わ
たしはあかねこ」
「 でんせつの
きょだいあんまんをはこべ」な
ど多数。数々の賞を受 賞。最新
作「やさいだワッショイ！おいし
さとどけ隊」では食育をテーマ
に絵本を通して全国の子どもた
ちに食の大 切さの認 知活動を
行っている。また「おてて絵本」
の発案者でもあり、その普及活
動にも力を入れている。

【申込期間】
４月１日
（木）〜４月３０日
（金）
先着順

6.6 和楽器アンサンブル息吹 in 佐伯 コンサート2021
SUN

大ホール

和と洋の絶妙なサウンドで、民謡の世界に新たな 息吹 を吹き込む！！
大分市で好評を博した 息吹 が、桜ホールで再び開花！

開演 14：00（開場13：30）

佐伯市出身

藤川 逢音
（尺八）

朝来 桂一
（ヴァイオリン）

辛島 慎一
（チェロ）

後藤 秀樹
（ピアノ）

幼少期を佐伯で過ごす。民謡三
味 線の師範である祖母・母の影
響を受け、9歳より津軽三味線を
始める。津軽三味線コンクール全
国大会に初めて出場し、一般の部
優勝という快挙を果たす。オリジ
ナル曲をはじめ、他ジャンルの楽
器・パフォーマーとのコラボレー
ションなど、幅広く活動中。現在
は東京を拠点に、日本のみならず
世界中で演奏活動を行なってい
る。エイベックスより、和楽器集団
「桜men」での活動も本格始動。

篠田 和典
（ドラム）

【チケット】 全席自由
一
般 2,000円
高校生以下 1,000円

伯をルーツに持つ逸材！
佐

匹田 大智（津軽三味線）

木村 英夫
（ベース）

佐伯市出身

西谷 英恵
（ソプラノ）

島森 恵三
（ヴィオラ）

永見 響子
岩切 勇磨
（シンセサイザー） （パーカッション）

作・編曲者

佐伯市出身

田村 洋彦

河野 敦朗

（大分大学名誉教授）
（芸短大名誉教授）

久保田 栄子

宮成 侑果

吉岡 愛梨

主催／和楽器アンサンブル息吹 in 佐伯 実行委員会
共催／さいき城山桜ホール運営委員会
後援／佐伯市教育委員会・大分合同新聞社・CTSケーブルテレビ佐伯・エフエムさいき

【チケット販売日】
３月２１日
（日）〜
桜ホール窓口各日販売時間
9：00〜21：00（休館日を除く）
【チケットお取扱い】
• さいき城山桜ホール窓口
• (有)カネトウ楽器 佐伯店／大分店
• (有)根木青紅堂
• トキハ会館3Fプレイガイド
〈インターネット販売〉
• ライブポケット
https://t.livepocket.jp/e/ibuki2021

狭い階段を上がって上がって …
最上階のドアをあけたら …

大ホールの
裏側を覗いて
きました !

立入禁止のドアの向こうには何が…

大がかりな座席移動がある…
との極秘情報をキャッチ！
可変型大ホールの秘密に
迫まりました。

下を覗くと、平土間への転換作業中。

ーン！
ジャジャ
大ホールの地下にはこんな空間が。

今度は下へ降りてみよう。
がんばれ！
座席の移動は
人力です。

そこにはキャットウォークが。照明や機械が
設置されていてマニアにはたまらない空間。
広〜い！
！

いつもの見慣れた
コンサートタイプの
客席から２時間後…

①10:00~

トタイプ
コンサー

平土間タイプ
会議・ダンス・展示などに使える平土間タイプに変身！

市営大手前 第２駐車場が
4
１ オープンします！
↑至大分

佐伯駅

本線

日豊

佐伯IC

旧佐伯文化会館

歴史資料館

当館入館者は
佐伯堅田IC
270分まで無料です。
↓至宮崎

P

P

P

歴史と文学の道
銀行

バス停

上岡駅

100台駐車可能

バックステージツアー2021
参加者募集！
4月29日（木・祝）

217

市役所
和楽

388

37

②13：30〜

■所要時間：１時間程度
■定員：各回20人
（先着順）
■対象：小学生以上（未就学児不可）
階段で高所の昇り降りが出来る方
■参加費：８００円（保険料として）
■申込方法：所定の用紙に記入の上、
郵送、
メール、
ＦＡＸにて申込みください。
■申込期間：３月２９日
（月）〜４月１８日
（日）
■申込・問合せ先：さいき城山桜ホール
バックステージツアー担当 髙橋

使 用料還付について
新型コロナウイルス感染又は感染拡大防止を
理由として、許可を受けた施設の利用の取りやめ
を決定した利用者に対し、下記により支払い済み
の使用料を還付しますので、ご確認くださるよう
お願い申し上げます。
〈対象者〉
新型コロナウイルス感染又は感染拡大防止を理
由として、利用日の前日までに利用の取りやめを
届け出た利用者 ※還付金が1,000円に満たな
いときは、対象になりません。
〈受付期間〉
当分の間 ※終期は、感染状況等を考慮して決
定いたします。早期終了となる可能性もあります
ので、ご承知おきください。

事業アイデアを募集しています。
事業実施期間：令和４年４月〜翌年３月

募

集

内

容

市民参画・協働の取組として、自
主事業に対する市民の企画提案を
募り、市民自らのアイデアを取り入
れた事業を実施します。

鑑賞・普及育成・交流・にぎわい創出などの分野における以下の事業アイデア
• 佐伯市出身の著名人や広く注目を集めるアーティストなどによる鑑賞イベントやワークショップ
• 佐伯市の持つ文化資源を有効に活用し、市民が身近に親しむとともに、まちの魅力を広く発信するもの
• 公益性や、世代を超えた交流の機会の創出が認められるもの
※営利目的及び、政治・宗教活動を目的とするものは対象外。

プレゼンテーション

提案された事業アイデアについては、プレゼンテーション（発表会）を実施します。発表方法は、指定された
時間内であれば自由。 ※発表時間等の詳細は、応募者の方へ別途ご連絡します。

応

募

対

象

市内在住の個人・グループ（法人可）

応

募

方

法

所定の提案書に必要事項を記入し、郵送、メールまたは直接窓口に提出してください。
提案書は、本ホール公式ホームページからダウンロードできます。

応

募

期

限

令和３年５月１５日（土）17：00必着

選

考

方

法

提案書とプレゼンテーション（発表会）により、運営委員会において選考する。

アイデ ア選 考基 準
事 業 区 分

アイデアのタネ
選考されたアイデアのタネを当館事業担当者が事業化し、主催事業またはイベントのプログラムとして実
施する。
市民活動応援・市民企画実現応援
市民の文化芸術活動や市民が「やりたい」企画の実現を支援する。提案者は企画実行体制を整え、企画制作
の中心となり実施する。当館は、共催事業として開催を支援（使用料の減免等）する。

〈 事 業 実 施 までの 流 れ 〉

令和３年
５月１５日
・応募締切

５月下旬
・提案書内容確認

６月
・プレゼン
・審査
・結果通知

令和４年
４月〜翌年３月

７月〜
・企画書作成
・役割分担確認

・事業実施

気軽にさいき城山桜ホールに訪れていた
だけるよう、毎月１回懐かしの作品や親子
で楽しめる作品など、さいき城山桜ホール
サポーターが選定した作品を上映します。

4月２5日㈰

1回目 10：00〜 ２回目 14：00〜

料 金 ： 一般 500円、高校生以下 200円
チケット：ホール受付窓口で販売中

場所
各回定員
大ホール 100人

死にゆく母の熱い想いと、想像もつかない驚きのラストに、涙と生きる力が
ほとばしる家族の愛の物語。銭湯「幸 さちの湯」を営む幸野家。しかし、父が
１年前にふらっと出奔し銭湯は休業状態。母・双葉は、持ち前の明るさと強さ
で、パートをしながら、娘を育てていた。そんなある日、突然、
「余命わずか」と
いう宣告を受ける。その日から彼女は、
「絶対にやっておくべきこと」を決め、
実行していく。
●家出した夫を連れ帰り家業の銭湯を再開させる。
●気が優しすぎる娘を独り立ちさせる。
●娘をある人に会わせる。
その母の行動は、家族からすべての秘密を取り払うことになり、彼らはぶつ
かり合いながらもより強い絆で結びついていく。そして家族は、究極の愛を込
めて母を葬（おく）ることを決意する。

（Ｃ）2016
「湯を沸かすほどの熱い愛」
製作委員会

支えるだけじゃない︒あなたの自信に繋がる︒

サポーターを募集しています！

令和３年

応募期間

３月１５日（月）〜４月１６日（金）

〈活動内容〉①公演サポート … イベント当日の会場運営・レセプショニスト
（チケットのもぎりや客席案内等のサポート）
②企画サポート … ツキイチ映画の企画・運営、館内装飾の企画・準備・設営
〈活動期間〉令和３年４月１日（木）〜令和４年３月３１日（木）
※実際の活動日は公演サポートと企画サポートによって異なります。
〈応募条件〉①１５歳以上（中学生不可）の方（佐伯市在住や在勤等は問いません）
②さいき城山桜ホールの活動や舞台芸術に関心・理解があり、
積極的に活動に参加してくださる方
③さいき城山桜ホールの事業等の広報活動
（チラシ配布やポスター掲示、ＳＮＳ、クチコミ活動など）に協力してくださる方
〈応募方法〉 応募用紙に必要事項を記入の上、郵送またはメール、直接窓口に提出してください。
〈備

考〉 ●スポーツ安全保険に加入していただきます（加入費用はホール負担）
●さいき城山桜ホールオリジナルグッズ贈呈
●４月18日（日）１０：00から、オリエンテーションを予定
●レセプショニスト養成講座開催（２日間）
４月２４日(土) １０：00〜１６：00 レセプショニスト基礎スキル
４月２５日(日） レセプショニストデビュー
ツキイチ映画 １０：00〜１2：00 または１4：00〜１６：00

レセプショニスト養成講座
公演サポートメンバーを対象に、劇場・ホールに
関する知識やスキルの習得ができる講座を開催
します。
【会場】 さいき城山桜ホール
【講師】 門田 恭子 氏
（セブン・ティアーズ）

【日程】
４月24日（土）10：00〜16：00
レセプショニストの基本スキル 前半
• レセプショニストって何をするの？
• 劇場・ホールの基礎知識、用語やルール
• チケットもぎり体験
レセプショニストの基本スキル 後半
• 場内アナウンス体験〜客席の把握
• 客席案内、遅れ客対応
• 公演ごとに違うさまざまなルール
• 非常時の心得

４月25日（日）レセプショニストデビュー
公演

ツキイチ映画 湯を沸かすほどの熱い愛
終了後『修了証』授与、振り返り、講評

5
月24

受付日をご確認の上、お申し込みください。
（受付日前の予約はご遠慮願います。）
お申し込み受付は原則として先着順とし、定員になり次第、締め切ります。

★キッチンコートで開催

申し込み方法

① メール

★10:00
〜12:00

shoku@city.saiki.lg.jp

② 佐伯市役所ブランド推進課まで電話
TEL：２２４６７３

5
月 31

③ さいきブランドfacebookページに個別メッセージ

4
月 19
★10:00
〜12:00

4
月 26
★10:00
〜12:00

5
月 10
★10:00
〜12:00

5
月 17
★10:00
〜12:00

★10:00
〜12:00

おうちでもすぐに作ることができる3品を作ります♪
おいしい試食付き♪

★プロ直伝！中華料理に挑戦！！

6
月７

講師：高村利男(中華料理大鳳閣） 定員：８名
材料費：1,500円 対象：一般
【受付開始日】3月15日（月）13：00〜

★10:00
〜12:00

初開催の初心者向けパン講座♪おうちでも作ること
ができる丸型バターロールを作ります。
（持ち帰り）

★パン作りの基本をマスターしよう

講師：河野由美(てごねパンgracias) 定員：８名
材料費：1,000円 対象：パン作り未経験者
【受付開始日】4月5日（月）13：00〜

ていねいに作り方を教えて頂いたあとは、
ホッとする
ごはんの試食付き！

★からだにやさしい梅干しと夏の保存食作り

講師：橋迫喜美代(レストランコリーヌ) 定員：８名
材料費：1,500円 対象：子育て中の方
【受付開始日】4月5日（月）13：00〜

おうちでもすぐに作ることができる3品を作ります♪
おいしい試食付き♪

★プロ直伝！中華料理に挑戦！！

講師：高村利男(中華料理大鳳閣） 定員：８名
材料費：1,500円 対象：一般
【受付開始日】5月6日（木）13：00〜

パン作りをしたことのある方向け講座です♪
（持ち帰り）

★ロール型バターロール作り

6
月 14

講師：河野由美(てごねパンgracias) 定員：８名
材料費：1,000円 対象：パン作り経験者
【受付開始日】3月15日（月）13：00〜

★10:00
〜12:00

前回申込できなかった方も2度目の方もお待ち
しております♪
（持ち帰り）

★好評につき！第２弾オムレツオムライス作り

6
月 21

講師：河野辰也(ムッシュカワノ) 定員：８名
材料費：1,000円 対象：一般
【受付開始日】4月5日（月）13：00〜

★14:00
〜16:00

だし汁の取り方をていねいに教えていただけます。
おいしい試食付き♪

★和食の基本！だし汁を作ってアレンジしてみよう

6
月 28

講師：橋本浄盟（御料理はし本） 定員：８名
材料費：1,500円 対象：一般
【受付開始日】4月5日（月）13：00〜

★10:00
〜12:00

※やむを得ずお子様をお連れの場合は、受付時にご相談ください。

デモンストレーションを見て様々な使い方を
学びませんか？おいしい試食付き♪

★かんたんおいしいIHクッキング

講師：九州電力佐伯営業所ホームアドバイザー
定員：８名 材料費：無料 対象：初めての方優先
【受付開始日】5月6日（木）13：00〜

作るってたのしい！が散りばめられた講座です♪
（持ち帰り）

★初心者向け楽しいお菓子作り

講師：梅田一弘（お菓子のうめだ）
定員：８名 材料費：500円 対象：一般
【受付開始日】5月6日（木）13：00〜

初めてさばく方も大歓迎〜♪楽しく学びませんか？
おいしい試食付き♪

★佐伯産ヒラメをさばいてみよう

講師：山崎悟（下入津ヒラメ組合） 定員：８名
材料費：1,200円 対象：一般
【受付開始日】5月6日（木）13：00〜

全て電話にて要予約
佐伯市子育て・子育ち支援室さくらっ子
０９７２‑２８‑５３７０

親

子

〈開催日〉4/8 ・5/13 ・6/10

小学生以上向けワークショップ 〈開催日〉4/10

しおり先生の音楽あそび

スケッチガーデンのワークショップ

ピアノに合わせて歌ったり、踊ったり。楽しくリズムに
のって音楽に親しめます。

季節の植物などを使ったワークショップです。

〈時間〉11：00〜 〈場所〉さくらっ子広場 〈定員〉７組

〈時間〉10：30〜11：30 〈場所〉会議室2 〈定員〉5名
〈参加費〉1,000円

プレママ 〈開催日〉4/16 ・5/21 ・6/18

サークル活動 〈開催日〉4/25

しほ先生のマタニティヨガ
妊娠中のママが、おなかの赤ちゃんと一緒にリラックス
したり、体を動かしたりできます。ママ同士の情報交換
の場としてもご利用ください。
〈時間〉10：00〜 〈場所〉和室 〈定員〉5名

多胎児サークル「さくらんぼ」
〈時間〉10:30〜11:30 〈場所〉スタジオ101
※以後毎月1回開催予定

リトミック＆ピアノ教室 わ♪お♪ん ☎0972-24-8150
（足立）

大分県立佐伯鶴城高等学校 ☎0972-22-3101
（藤井）

3/31(水) 大ホール 国民文化祭レガシー事業「タカラとワカ海を越える軌跡」舞台公演
佐伯市役所文化芸術交流課 ☎0972-22-4529
（野々下）

ツキイチ映画

4/25（日）①10：00〜 ②14：00〜
場所：大ホール

子育て・子育ち応援企画

4/18(日) 大ホール カラオケステージハッピーお楽しみ発表会
カラオケステージハッピー ☎090-9589-7156
（戸坂）

4/23(金) 大ホール 第30回地元就職者激励会
佐伯商工会議所 ☎0972-22-1550

場所：大・小ホール ほか

２

㈰
日

３

㈪
日

６

㈭
日

７日㈮
８

㈯
日

９日㈰

映画「玄牝」上映
親子クッキング
〜楽しいお菓子づくり〜

カラオケステージ しゃぼん玉 ☎090-8665-2916
（井脇）

宮川彬良＆アンサンブル・ベガ
コンサート
手形アートWS
親子ダンス体験会
親子リトミック
小学生クッキング体験講座
歴史資料館WS
ママのヨガ体験会
絵本と食育のコラボ！
親子でサンドイッチを作ろう
親子で茶道体験会
サトシン絵本読み聞かせライブ
SAIKIキッズコーラス
ロビーコンサート
アニメ映画上映
食にまつわる中高生向け講座

和楽器アンサンブル 息吹
in佐伯 コンサート2021

6/6（日）開演 14：00(開場13：30)
場所：大ホール

5/23(日) 大ホール 日本アマチュア歌謡連盟SAIKI支部歌謡祭
日本アマチュア歌謡連盟SAIKI支部 ☎090-5483-3694
（川口）

5/23(日) 小ホール 第3回 春風亭正朝落語独演会
☎090-4424-0629
（中西）

5/30(日) 大ホール 佐伯詩道会発会55周年吟剣詩舞道大会
淡窓伝光霊流佐伯詩道会 ☎0972-46-2160
（河野）

6/11(金)
6/12(土)
6/13(日)
6/13(日)

大ホール

大ホール 佐伯市美術展
大ホール
小ホール

佐伯市役所文化芸術交流課
☎0972-22-4529
（後藤）

6/15(火) 大ホール 令和3年度 全国安全週間・労働行政説明会
(一社)大分県労働基準協会 佐伯支部 ☎0972-22-5080
（陸丸）

6/20(日) 大ホール 第８回ダンススタジオエンドレスフラオマカナナレオアロハ発表会
ダンススタジオエンドレス ☎090-6777-4373
（西村）

7/10(土) 大ホール 2021年全国乾しいたけ振興大会inさいき
佐伯市役所 農林課 ☎0972-22-4214
（後藤）
7/11(日) ほか

駐車場は施設敷地内にございません。大手前バス停前にある有料駐車場（28台。ホール入館者は270分まで無料※割引処理
をしますので、駐車券を当ホール１階受付にお持ちください。）または、旧佐伯文化会館下駐車場（155台）をご利用ください。

５

㈬
日

5 / 2 ( 日 ) 大ホール カラオケステージしゃぼん玉歌謡祭

げんぴん

新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いいたします。
● マスク着用でのご来場
● こまめな手指消毒の徹底
● 体調がすぐれない時のご来場はお控えください

４日㈫

さくらっ子まつり
アートマルシェ

各室利用時間 9：00〜22：00

１㈯日

M a i l o otem ae @cit y. s a i k i.lg.jp
H P ht t p s://s a k u r a-h a l l-s a i k i.c om /

（土）〜5/９
（日）
5/１

花柳流 鈴音会・花柳流 龍知会 ☎090-8668-8221(花柳綾知恵)
☎090-5083-3807(花柳龍知郎)

開館時間 8：30〜22：30

GWさいき城山桜ホール
ファミリーフェスタ

4/17(土) 大ホール 二人会

発行：さいき城 山 桜ホール

場所：大ホール

3/21(日) 大ホール 大分県立佐伯鶴城高校吹奏楽部定期演奏会

〒8760831 大分県佐伯市大手町２丁目２番２８号
TEL 0972-24-2228 FAX 0972-24-2229

3/27（土）18：00〜 チケット残りわずか
3/28（日）14：00〜 完売

令和３年
春 号

DRUM TAO「絆」

り

3/20(土) 大ホール リトミック＆ピアノ教室 わ♪お♪ん ピアノ発表会

さいき城山桜ホール情報誌

サウンドボックス佐伯 ☎0972-23-2587
（所賀）

便

さいき城山桜ホール
☎24-2228

3/20(土) 小ホール 戸室尚子ピアノ発表会

ら

【主催事業】 お問い合わせ先

【貸館事業】貸館事業につきましては個別にお問い合わせください。

く

イベントは変更になる場合がございます。
最新情報は HP をご覧ください。
紙面の情報は３月 15 日現在のものです。

さ

Event Information

