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さいたま定期演奏会 日本フィルハーモニー交響楽団
第１２１回〜第１２３回単独券
ゆったりシートで！ クラシック♪

ハッピー♡ディスタンス公演
〜お客様同士の距離を十分に確保し、安全・安心なコンサートを目指します〜

第１２１回

２０２０年

９月１１日㊎ １９：００開演

揮］小林 研一郎
〔桂冠名誉指揮者〕
［ピ アノ］仲道 郁代
［管弦楽］
日本フィルハーモニー交響楽団
［曲 目］
モーツァルト／
ピアノ協奏曲第23番
モーツァルト／交響曲第40番
［指

第１２２回

［指

２０２０年

© 山本倫子

© Taku Miyamoto

１１月１３日㊎ １９：００開演

揮］山田 和樹〔正指揮者〕

［管弦楽］
日本フィルハーモニー交響楽団
［曲 目］
モーツァルト／ディヴェルティメント K.138
メンデルスゾーン／交響曲第3番「スコットランド」
© Yoshinori Tsuru

第１２３回

２０２１年

１月８日㊎ １９：００開演

［ヴァイオリン］神尾 真由子
［管弦楽］
日本フィルハーモニー交響楽団
［曲 目］
ヴィヴァルディ／ヴァイオリン協奏曲「四季」
ピアソラ／ブエノスアイレスの四季
©Makoto Kamiya

※詳細は中面をご覧ください。
チケット
取扱い

ソニックシティホール
ソニックシティ チケットポート

☎ 048-647-7722（9時〜17時／日曜・祝日を除く）
☎ 048-647-4001（10時〜19時／９月のお休み : 7日㊊･23日㊌）

※新型コロナウイルスの影響により、記載のイベントは延期もしくは中止になることがございます。
あらかじめご了承下さい。
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さいたま定期演奏会

日本フィルハーモニー交響楽団

好評発売中！

インターネット発売あり！
※発売日は９
：
００〜の取扱い

出演者、曲目等、公演内容を変更して 再スタート！
！

第１２１回、第１２２回、第１２３回定期演奏会は、お客様同士の距離を十分に確保し、安全・安心なコンサートを目指します！
！
第１２１回

［指

２０２０年

９月１１日

１８：２０開場・１９：００開演

揮］小林 研一郎
〔桂冠名誉指揮者〕

第１２２回

［指

［ピ アノ］仲道 郁代
［管弦楽］
日本フィルハーモニー交響楽団
© 山本倫子

［曲 目］
モーツァルト／
ピアノ協奏曲第23番
モーツァルト／
交響曲第40番

２０２０年

１１月１３日

第１２３回

１８：２０開場・１９：００開演

揮］山田 和樹〔正指揮者〕

２０２１年

１月８日

第121回単独券 新料金表

１８：２０開場・１９：００開演

S席

単独券（定価） 4,500円

［管弦楽］
日本フィルハーモニー交響楽団

［曲 目］
モーツァルト／
ディヴェルティメント K.138
メンデルスゾーン／
交響曲第3番「スコットランド」

［曲 目］
ヴィヴァルディ／
ヴァイオリン協奏曲「四季」
ピアソラ／
ブエノスアイレスの四季

車イス席

3,500円 2,000円
単独券（会員） 4,000円 3,000円 2,000円

［ヴァイオリン］神尾 真由子

［管弦楽］
日本フィルハーモニー交響楽団

A席

ガンバレ日本フィルチケット（支援金付）※
単独券（定価）
単独券（会員）

第122回・第123回単独券 新料金表
S席

A席

単独券（定価） 3,500円

車イス席

2,500円 2,000円
単独券（会員） 3,000円 2,000円 2,000円

ガンバレ日本フィルチケット（支援金付）※

6,000円
5,500円

5,000円
4,500円

単独券（定価）
単独券（会員）

※一般チケットに加え、演奏活動の場が失われている日本フィルを支援する応援券を設定し
ております。
※席種の対象はＳ席となります。
※税制上の優遇措置の対象です。
（詳細はソニックシティHPまで）
※ソニックシティホール（☎048-647-7722）のみの取扱いとなります。

さいたま市民割引のご案内

日本フィルさいたま定期演奏会に限り、さいたま市内在住・在勤・在学の方は、各席
定価の1,000円引きでご購入いただけます。※3公演で限定600枚とさせていただきます。

© Taku Miyamoto

© Yoshinori Tsuru

© Makoto Kamiya

※お申込みいただいたチケットの変更・キャンセルは出来ませんのでご了承ください。
※出演者・曲目は変更となる場合がございます。
※未就学児同伴の入場はご遠慮願います。

会場内の衛生対策の一環として、客席内のソーシャルディスタンスを確保する必要があることから、お客様同士の距離を十分に空けた座席配置とするため、２，５０５席のところ８９０席にてご用意しております。
また、公演開催にあたっては、政府等公的機関のガイドラインのもとで運営・実施し、日本フィルハーモニー交響楽団は距離を十分に空けて演奏します。
公演時間は60分〜70分程度（休憩なし）を予定しております。
12月18日（金）に予定しておりました、
「第九」演奏会2020については、公演の特性上、
「中止」とさせていただきます。
例年、９月に発売しておりました『SONIC CITY 2021シリーズ ６公演セット券』については、開催方法など協議中につき、決まり次第、ご案内させていただきます。
ソニックシティにおける感染予防の取組み

主催公演開催にあたり、
会場の衛生対策を徹底させていただきます。

受付スタッフは、
フェイスシールド及びマスクを着用して対応させてい
ただきます。
検温のため、ホール入口付近に赤外線サーモグラフィを設置します。
会場内の換気を強化します。
ドア、手すりなどの多くのお客様がお手を触れられる箇所を消毒します。
出演者、
スタッフは毎日の検温実施など、徹底した健康管理を実施して
おります。

ご来場のお客様へお願い

新型コロナウイルス感染防止策に
ご協力をお願い申し上げます。
マスク着用、咳エチケット、手指の消毒をお願いします。
以下のお客様はご観覧をご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
▪３７.５度以上の発熱がある方。
▪過去２週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方。
▪咳、全身倦怠感、味覚障害、頭痛等による体調不良の方。
▪新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある方。
▪過去２週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とさ
れている国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある方。

会員限定優待チケット
2020年10月10日

①13:00開演②16:00開演
いざな

市川海老蔵 古典への誘い
演目：一、寿式三番叟 二、御目見得口上 三、男伊達花廓
好評発売中！

一等席12,000円

※定価販売となります。
※座席の間隔を空ける等して
販売致します。
※売切の際はご容赦ください。

ね！
埼玉がいい

保育士就職フェア

あなたに合った保育園を見つけて、
働いてみませんか？
日程 9月6日㈰
会場 第１展示場
時間 セミナー
（先着申込順）
１2：
００〜１3：
００
就職フェア
（申込不要）
１3：
００〜１6：0０
対象 保育士の仕事に興味のある方
（資格の有無は問いません）
入場料 無料
お問合せ tel.03-3545-7330
（受付時間•平日9：00〜17：30）
主催 埼玉県

後援 埼玉労働局

共催 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会、
埼玉県保育協議会、
公益財団法人 埼玉県産業文化センター
運営 株式会社 学情
（受託事業者）

グローバル人材就職面接会2020年9月
（就職面接会&インターンシップ説明会）
〜留学生および留学経験がある皆様は、
ぜひこの機会をご活用ください〜
開 催 日 9月7日㈪ 13：00〜16：30
（12：00〜１3：00 就活ガイダンス）
＊事前にお申込みください。

会
場 全市民ホール
参 加 費 無料
対
象 外国人留学生及び海外留学経験の
ある日本人学生
申込方法 左のQRコードからお申し込みくだ
さい。詳しくはホームページにアク
セスを！
グローバル人材育成センター埼玉

会員期限の
1年間無料延長について
来年予定しているホール棟の改
修工事中は、
ソニックシティホール
で公演が開催されない状況に鑑
み、現在、有効会員のお客様につい
ては、会員期限を以下のとおり、延
長させていただきます。
なお、現在お使いいただいてい
る会員証を引き続きご利用いただ
けます。
変更前

令和 3 年 3 月 31 日

変更後

令和 4 年 3 月 31 日

検索

問合せ先 グローバル人材育成センター埼玉
☎048-833-2995
主催●埼玉県、公益財団法人埼玉県国際交流協会、
公益財団法人埼玉県産業文化センター

ホールメンバーズ
会員募集のご案内
会員特典
▶ソニックシティが主催、
後援するチケットの優先
予約・割引販売

会員特典のご案内
ホールメンバーズでは、会員証の提示で下記の
特典がございます。
ソニックシティにご来場の際には、ぜひご利用く
ださい。
パレスホテル大宮内…10％引き
1F：フランス料理 クラウンレストラン
1F：カフェレストラン パルテール
1F：サロン ドゥ カフェ
2F：和食堂 欅・中国料理 瑞麟
2F：バー ロイヤルオーク・パレスベーカリー
けやき

▶会員情報誌等の送付

ずいりん

さらに、宿泊料金についても基本料金より10％割引

▶会員証の提示でレストラ
ンのお食事、お買い物が
割引に

お問合せ • ソニックシティホールメンバーズ事務局

ソニックシティホール内
1F：ラウンジソニックホール（喫茶）…50円引き
ソニックシティビル内
2F：埼玉県物産観光館「そぴあ」
……5％引き

☎048-647-7722（9時〜17時/日曜・祝日を除く）

https://www.sonic-city.or.jp/?page̲id=268
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

赤字表記の価格は「会員価格」です

電話・5F窓口でのお取扱いとさせていただきます。

インターネット購入以外のチケットのお申込み•お問合せは

ホールメンバーズ

☎０４８
‐６４７‐７７２２（9時〜17時／日曜•祝日を除く）

チケットポート（ホールメンバーズ以外の方）

☎０４８
‐６４７‐４００１（10時〜19時／不定休）

協力：松竹株式会社

ホ ー ル メ ン バ ー ズ 会 員 の お 知 ら せ

９月のイベントスケジュール

展示場・イベント広場（ビル棟Ｂ１Ｆ）
市民ホール（ビル棟４Ｆ）

3日㈭

5日㈯・6日㈰

26日㈯・27日㈰

キャリタス就活フォーラムさいたま会場

フランスベッド＆西川寝具フェア

ウインザーテニスバーゲン

13：00〜17：00
全市民ホール
料 一般・公開
無料
問 株式会社ディスコ
☎03-5804-5537

5日10：00〜18：00、6日10：00〜17：00
第4・5展示場
料 一般・公開
問 株式会社ヘヤゴト
☎03-5422-6224

26日10：00〜19：30、27日10：00〜18：00
第2〜4展示場
料 一般・公開
無料
問 ウインザー大宮店
☎048-642-8885

時

時

時

場

場

場

時

時間 場 場所

料

料金 問 問合せ

大ホール ホール棟1F

催事予定／9日㈬･10日㈭･12日㈯･17日㈭･18日㈮･22日 火・祝
25日㈮･26日㈯･27日㈰

11日㈮ 19:00開演

19日㈯ ①13:00開演 ②18:00開演

第121回さいたま定期演奏会
日本フィルハーモニー交響楽団

交響曲ガールズ＆パンツァー コンサート

S席 4,500円 A席 3,500円 車イス席 2,000円
ガンバレ日本フィルチケット（支援金付）6,000円
※ガンバレ日本フィルチケットの席種の対象はS席となります。

ソニックシティホール
☎048-647-7722

A席 8,800円

※本イベントの開催につきましては、今後も慎重に
協議を重ねてまいります。新型コロナウイルスの感
染拡大に伴う、政府・自治体等による指示や要請、ま
た天候・災害等の諸事情により、当日のイベントがや
むをえず中止になる場合がございます。
※未就学児入場不可
※出演者は予告なく変更になる
場合がございます。
※出演者変更に伴うチケットの払
戻しは致しません。

インフォメーションダイヤル
© 山本倫子 © Taku Miyamoto

29日㈫・30日㈬
18:00開演

存在理由 〜Raison d être〜
さだまさしコンサートツアー2020

＆ ディナーブッフェ
ランチ

〜10月31日

全席指定 8,800円

チケットポート
☎03-6327-3710

☎03-5793-8878
© GIRLS und PANZER Finale Projekt

2日㈬ 13:30開演

催事予定／6日㈰･13日㈰･22日 火・祝 ･25日㈮

11日㈮ 8:30開演
12日㈯ 8:10開演

60歳からのシニアライフセミナー
「がんばらない」けど「あきらめない」
受講者

第44回日本リンパ学会総会
関係者のみ

14日㈪ 13:00開演

7

マタニティひろば
ハロー赤ちゃん！
インターネットより事前申込制

事前申込制・無料

写真はイメージです。

お盆期間（8／8〜8／16）は
特別料金でご提供させていただきます
平日ブッフェ

公益財団法人いきいき埼玉
埼玉県シルバー人材センター連合

第44回日本リンパ学会総会運営事務局

公益財団法人 母子衛生研究会

（平日8：30〜17：15）
☎048-728-7841

☎03-5940-2614

☎03-4334-1155

20日㈰ 11:15開演

26日㈯ 13:30開演

27日㈰ 11:30開演

第21回音の樹会山岸ピアノ教室
PIANO CONCERT

第111回日本消化器病学会関東支部
市民公開講座「知って得するお腹の病気
〜予防から治療まで〜」

凰流紅葉まつり
舞踊 発表会

一般

一般

一般

無料

無料

無料

ランチ【１１：００〜１４：００】

大人・シニア（６５歳以上）￥２，
８００
お子様（４歳〜小学生）￥１，
８００
ディナー【１７：３０〜２０：００】

大人・シニア（６５歳以上）￥３，
５００
お子様（４歳〜小学生）￥２，
０００
土・日・祝日ブッフェ
（９０分制）
】
ランチ【１１：００〜１４：００

大人・シニア（６５歳以上）￥３，
２００
お子様（４歳〜小学生）￥２，
０００

自治医科大学附属さいたま医療センター
音の樹会

山岸ピアノ教室

☎070-6407-4471

消化器内科

凰流舞踊道場

☎048-647-2111

☎048-653-6222

ディナー【１７：３０〜２０：００】

大人￥４，
１００ シニア（６５歳以上）￥３，
５００

20

〒330︲8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1︲7︲5 ソニックシティビル5F

小ホール ホール棟2F

※本誌のスケジュールは 月 日現在で作成いたしましたので︑
それ以降の変更については︑ご了承ください︒

（9時〜17時／日曜・祝日を除く）

S席 9,800円

カフェレストラン パルテール（1階）

編集・発行︵公財︶
埼玉県産業文化センター

※新型コロナウイルスの影響により、記載のイベントは延期もしくは中止になることがございます。
あらかじめご了承下さい。

お子様（４歳〜小学生）￥２，
５００

ソニックシティ施設貸出について
施設利用にあたっては、新型コロナウイルス感染防止のため、次の各項目の実
施にご協力いただきますようお願い申し上げます。詳しくはホームページをご覧
ください。

ソニックシティ大ホール・小ホール・国際会議室などのホール棟は、
令和3年（2021年）7月3日（予定）から令和5年（2023年）2月3日（予定）まで大規
模改修のため休館いたします。
利用者皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご了承のほどお願い申し上げ
ます。
お問合せ：利用推進課

☎048-647-4111（9：00〜17：00

日曜・祝日を除く）

（公財）埼玉県産業文化センターが実施する産業・
文化振興事業充実のため皆さまからのあたたか
いご寄附をお待ちしております。

個人

1口

法人

1 口 100,000 円

公益財団法人
埼玉県産業文化センター
総務企画部総務経理課

10,000 円

☎048-647-4161
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2020・

なお、県内新規感染者が再び増加し、埼玉県から施設利用の自粛再要請があっ
た場合は、貸出が中止となります。

大宮駅西口 ソニックシティ

SET

●飛沫感染リスクヘの対応（マスク着用・ハンドドライヤー利用休止）
●密接・密集を避けるための対応（ソーシャルディスタンスの確保等）
●入場時の対応（体調確認）
●退場時の対応（ブロックごとに順次退場）
●接触感染リスクヘの対応（手指消毒）
●密閉空間を避けるための対応（休憩）

※ご予約、お問合わせはカフェレストラン パルテールにて承っております
※表示料金は税込価格となっております
※今後の社会情勢により、詳細が予告なく変更になる場合がございます
ので予めご了承ください

