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※特に断りがない限り、本誌掲載の公演・講座などの事業の主催は NeCST です。

EVENT INFORMATION

提案事業
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提案事業
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川越市制100周年記念

川越市制100周年記念

川越市制100周年記念

 ❶の公演 Pコード223-664
❷の公演 Pコード223-665   ヴォートル・チケットセンター 

03-5355-1280（平日10：00～18：00）
  ※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

ウェスタ川越 クリスマスコンサート2022

❶木曜2時の
クリスマス・オーケストラコンサート
～オーケストラで楽しむクリスマス名曲コンサート～

12/22（木）13：15開場／14：00開演　 大ホール
全席指定　5,000円　会員料金  4,000円
1年中でいちばん、街に音楽が溢れる12月。平日のお昼に、この季節にぴった
りのクラシックの名曲やクリスマスソングをオーケストラで楽しむ、わかりやすいお
話つき約2時間のコンサート。どうぞお気軽にお越しください。
■管弦楽：東京交響楽団　■指揮・お話：太田弦　■ピアノ：奥田弦

【曲目】アンダーソン：そりすべり、ガーシュウィン：アイ・ガット・リズム変奏曲、
チャイコフスキー：バレエ音楽『くるみ割り人形』より「花のワルツ」、「トレパック」、
クリスマスソング・メドレー、ヴィヴァルディ：「四季」“冬”より第2楽章、バーリン：
ホワイト・クリスマス　ほか

❷木曜8時のワンアワー・
クリスマス・ジャズナイトコンサート
～“ピアノ即興王子”奥田弦の60分スペシャル・ジャズナイト～

12/22（木）19：15開場／20：00開演　 大ホール
全席指定　2,000円　会員料金  1,500円
夜には約1時間のジャズナイトコンサートを開催! お仕事帰りやお食事後にぜひお越
しください。クリスマス間近、心あたたまるジャズの生演奏で素敵な夜のひとときを。
■ピアノ：奥田弦　ほか（ゲスト出演者を予定）

【曲目】当日発表 ※曲目、ゲスト出演者は当日発表のため、会場でのプログラム配布は行いません。

9/14（水）発売

9/14（水）発売

11/11(金)・12（土）・13（日） ミュージカル『ミス・サイゴン』取り扱い枚数終了 チケットご購入ありがとうございました。

❷の公演

東響メンバーの弦楽四重奏による室内楽レクチャーコンサート

歌のないクリスマスソング
～おなじみのクリスマスソングを歌のない弦楽四重奏で～
12/8（木）10：30開場／11：00開演 （約60分休憩なし）　 小ホール
全席自由　1,000円
12/22開催、東京交響楽団出演「木曜2時のクリスマス・オーケストラコンサート」に先立って
開催するレクチャーコンサートです。クリスマスソングはなぜ、こんなにポピュラーなのか。歌詞を
除いた曲の魅力を弦楽四重奏のアンサンブルで解き明かしていきます。
■出演：東響メンバーの弦楽四重奏　【曲目】ジングルベル、もろびとこぞりて 他

※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

9/7（水）発売

【曲目】ワーグナー：ニュルンベルクのマイスタージンガー「第一幕への前奏曲」、
R.シュトラウス：「4つの最後の歌」、ベートーヴェン：交響曲第9番「合唱付き」
■主催：小江戸川越第九の会、川越市、指定管理者NeCST（ネクスト）

川越市市制施行100周年記念事業

小江戸川越第九の会演奏会　 9/22（木）発売

12/4（日）12：30開場／13：30開演　 大ホール
全席指定　🆂2,500円／🅰2,000円／🅱1,500円
川越の新しい伝統を私たちの手で!市民による市民のための演奏会
■指揮：小久保大輔　■コンサートマスター：水山裕夫　■ソプラノ：中川
郁文　■アルト：鈴木綺夏　■テノール：村上公太　■バリトン：小野和彦
■管弦楽：小江戸川越第九の会オーケストラ　■合唱：小江戸川越第九の会
合唱団

※チケット料金表記中の “会員” とはウェスタ川越webメンバーズ会員のことです。ウェスタ川越webメンバーズ会員の方は『ウェスタ川越オンラインチケットサービス』をご利用ください。

会員
特典公演

会員
特典公演

写真は2019年「第九演奏会」の様子

©️ イズミコ

©️KoBaYaSi

12/22開催の
コンサートと

あわせて
どうぞ!

❶の公演
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チケット
購入方法

 ウェスタ川越1階総合案内窓口販売 
9：00〜19：00 （点検日等の休館日を除く）  ※電話でのご予約は承っておりません。

 ウェスタ川越オンラインチケットサービス 
https://p-ticket . jp/westa-kawagoe 
※ご予約受け付けは各発売日当日の12：00からです。 

※本紙発行後にチケットが完売とな
る場合がございます。 ※やむを得な
い事情により、出演者・内容等が変
更になる場合がございます。 ※公演
中止の場合を除き、お買い求めいた
だきましたチケットのキャンセル、変
更等はできません。

 チケットぴあ https://pia. jp

 イープラス https://eplus. jp

 それぞれのご案内をご覧ください。

ウェスタ川越 検索  
www.westa-kawagoe.jp

ウェスタ川越
公式ウェブサイト

会員募集中!
入会金・年会費 無料

ウェスタ川越
webメンバーズ

お問い合わせ：ウェスタ川越 〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-17-17　TEL 049-249-3777  9：00～19：00（点検日等の休館日を除く） ※お電話でのお申し込みは承っておりません。

ウェスタ川越
新型コロナウイルス
感染防止への取り組み

お申し込み WEB  https://www.westa-kawagoe.jp/course  FAX  049-249-1180  窓口  ウェスタ川越1階総合案内 講座専用SNS @kouza.westa @kouza_westa @kouza_westa

あらたな
学 び をここから

各講座のお問い合わせ

049-249-1186
e n t r y @ w e s t a - k a w a g o e . j p

電話でのお申し込み
は承っておりません（ ）

★こちらも 10 月開講! 「音楽表現」・「韓国語」・「プログラミング 01」 ※講座の詳細はチラシまたはウェスタ川越公式ウェブサイトをご覧ください。

経営・ビジネス情報経営・ビジネス情報  相談会など毎月開催しています  相談会など毎月開催しています お申し込みは主催者まで。  お問い合わせは創業支援ルーム TEL 049-249-1185お申し込みは主催者まで。  お問い合わせは創業支援ルーム TEL 049-249-1185
女性創業相談会 in ウェスタ川越　9/8（木） 10：00～16：00 
■会場：5階創業支援ルーム内　■相談時間：50分　■費用：無料
■主催：創業・ベンチャー支援センター埼玉（公益財団法人 埼玉県産業振興公社）
※詳細・お問い合わせは、創業・ベンチャー支援センター埼玉ウェブサイトか、048-711-2222まで

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催を中止させていただく場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

埼玉県よろず支援拠点 出張相談会　9/14（水）・22（木）・28（水） 9：00～17：00
■会場：5階創業支援ルーム内　■費用：無料 
■主催：公益財団法人 埼玉県産業振興公社 埼玉県よろず支援拠点事務局 
※詳細・お問い合わせは、公益財団法人埼玉県産業振興公社ウェブサイトか、0120-973-248まで

川越市市制施行100周年記念事業
2音大クラシック・コンサート
～尚美学園大学&東邦音楽大学の競演～
9/10（土）13：00開場／14：00開演 大ホール
全席自由　1,000円（当日1,500円）
小中高生無料  小学生の同伴者１名無料（要チケット）

尚美ウィンド・フィルハーモニー
【曲目】F．レハール / 山本訓久編曲：ワルツ《金と銀》、酒井格：《大仏と鹿》、

福田洋介 ：《さくらのうた》、岩井直溥：ポップス・マーチ《すてきな日々》、
J．シベリウス/C．マカリスター編曲：交響詩《フィンランディア》
東邦音楽大学管弦楽団

【曲目】A.ドヴォルジャーク：交響曲第9番 ホ短調 op.95「新世界より」

■主催：川越市　■後援：川越市教育委員会、（公財）川越市施設管理公社、
指定管理者NeCST
■お問い合わせ：川越市文化芸術振興課 049-224-6157（平日8時30分～17時15分）

調剤薬局事務講座　 8/26（金）10：00～受け付け開始（先着）

3か月間、講師が丁寧に教えます。講座終了後には、ウェスタ川越で技能認定振
興協会（JSMA）調剤事務管理士®技能認定試験を受験できます!
■日時：10/27（木）～1/26（木） 13：30～16：30　■試験日：1/29（日）
■会場：3階研修室4　
■受講料：28,000円／全11回（テキスト代、受験料含む）　
■定員：30名
■講師：大島由美子（株式会社ソラスト専任講師）

写経講座 〜心を調える〜　 8/26（金）10：00～受け付け開始（先着）

写経は心身を癒し鍛えてくれます。美しい写経体を学びましょう。
■日時：10/4（火）～12/20（火） 9：30～11：30　■会場：3階研修室2・3
■受講料：8,500円／全8回（小筆と写経用紙代含む）　■定員：16名
■講師：横田游心（玄黄会会員、明治神宮書道会審査員）

自己防衛 女性のための護身講座  8/26（金）10：00～受け付け開始（先着）

女性の「安心・安全」を主体的につくるために大切な「危機回避能力」を身につけましょう。
■日時：10/15（土）・29（土） 13：45～16：00　
■会場：3階研修室2・3　■受講料：550円／全1回　■定員：各25名
■講師：森山奈央美（NPO法人ライフライツ インパクト東京） 講師：森山奈央美

講師：横田游心

川越市文化芸術振興課、やまぶき会館、メルト、
ジョイフル、KFPオンラインチケットサービス   ※未就学のお子様のご入場はご

遠慮ください。

好評発売中

提案事業※チケット料金表記中の “会員” とはウェスタ川越webメンバーズ会員のことです。ウェスタ川越webメンバーズ会員の方は『ウェスタ川越オンラインチケットサービス』をご利用ください。

 Pコード220-643  

小曽根真 
featuring No Name Horses 
～THE BEST～　   10/26（水）発売

2023年 2/4（土）15：15開場／16：00開演　 大ホール
全席指定　4,500円　会員料金  3,900円
ピアニストの小曽根真さん率いる、日本を代表するトップミュージシャンが集結
したビッグバンド「No Name Horses」。待望の川越公演、開催決定! 2020
年3月、結成15周年記念全国ツアーの川越公演は直前で急遽中止に。リベ
ンジツアータイトルは「THE BEST」。これまでリリースされたアルバム、ツアー
を通じて生まれた楽曲をセレクト。このバンドならではの名曲の数 を々披露する
熱いステージにご期待ください!
■出演：No Name Horses（ビッグバンド15名編成）
小曽根真（ピアノ）、エリック・ミヤシロ（トランペット）、木幡光邦（トランペット）、
奥村晶（トランペット）、岡崎好朗（トランペット）、中川英二郎（トロンボーン）、半田
信英（トロンボーン）、山城純子（バス・トロンボーン）、近藤和彦（アルト・サックス）、
池田篤（アルト・サックス）、三木俊雄（テナー・サックス）、岡崎正典（テナー・サックス）、
岩持芳宏（バリトン・サックス）、中村健吾（ベース）、高橋信之介（ドラムス）

【曲目】 当日発表

会員
特典公演

　ここに集まった個性あふれるメンバーが、それ
ぞれにその瞬間に感じた物語を音楽で紡ぎ始め
ると、それは楽譜を飛び超えて常に新しい世界
を創って行く。それはビッグバンドという形や枠を
超えてラージ・ジャズコンボの響きとなり、その
エネルギーは「自由に生きる喜び」としてオーディ
エンスの皆さんの心にダイレクトに飛んでいく。
　2004年に生まれたこのバンドが、自分たち
のベスト盤を持ってツアーをする事ができるなん
て誰も想像しなかった。そんな素晴らしいこと
が実現できたのは、このバンドの音楽を信じて

ずっとサポートし続けて来て下さったみなさんの
お陰です。コロナ禍の影響で殆どキャンセルに
なってしまった2020年のバンド結成15周年ツ
アー。そのリベンジの思いも込めて、今回のツ
アーではNo Name Horsesのサラブレッド達
が自由奔放に駆け回る喜びを皆さんの心にいっ
ぱい届けます!

ENJOY the FREEDOM of 
“NO NAME HORSES”

Makoto Ozone
※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。

©️Ryota Mori

©️Kazuyoshi Shimomura
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解説!  舞台用語 ❺
バラす 設置した大道具、小道具、音響・照明装置などを撤収、片付けること。スケジュールをキャ

ンセルすること。設営は「仕込み」という。　例「役者さんはけたのでバラしちゃって〜」
劇 場 好きのための
猫スタンプ 発売中!


