（美輪明宏著『天声美語』より）

遊びや文化は人 生に欠かせない 必 要ムダ。
芸術に親しむゆとりをもてば、心が解き放たれて楽になる。

ケ

ッ

ト

5月27日（日）大ホール
午前の部/11:00 開演 午後の部/14:00 開演
全席指定 一般：2,500円 [くらら会員2,200円]
高校生以下：1,500円 [くらら会員1,300円]
※3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料。
ただし座席利用は有料。

しかし、それ等も多種、多様、多岐に分かれていて複雑ですが、大事なことはその中でも上質なもの

※くらら窓口持参および郵送のみ可

〒739-0015 東広島市西条栄町7-19
TEL 082-426-5900

秋川雅史コンサート 〜聴いてよく分かるクラシック〜
3月18日（日）大ホール 14:00開演
全席指定
一般：5,500円［くらら会員 5,000円］
■チケットぴあ 0570-02-9999（ Pコード：348-395）
■ローソンチケット 0570-084-006（ Lコード：62388）他

を選ばねばなりません。質の悪い文化を食べれば病気になります。
精神に安らぎや、
ロマンや抒情のやるせなさ、楽しさ、
よろこび、活力、感動の上質な栄養材を

くららシネマ

与え続ければ、常に精神は理知的で健康でいられるのです。

人生フルーツ

2018年4月7日（土）小ホール
1回目 11：00／2回目 14：00 上映
全席自由 一般：1,000円 [くらら会員800円]
■くららチケットセンター窓口・電話のみ取扱い

Q2：今回の「ロマンティック音楽会」は、ご自身が演出・構成・美術・衣装など手がけられ、
これまでの音楽活動の集大成ともいえるステージですね。美輪さんがこの音楽会に

岩崎宏美 コンサートツアー
Hello ! Hello !

美輪明宏 ロマンティック音楽会
〜郷愁 ノスタルジア〜

込められた思い、音楽会でお伝えしたいことは何ですか？
A2：今回の「ロマンティック音楽会」は、
２部構成になっておりまして、
１部は私の

4月28日（土）大ホール 17:30 開演
全席指定
一般：6,000円［くらら会員 5,500円］
■チケットぴあ 0570-02-9999（ Pコード：348-091）
■ローソンチケット 0570-084-006（ Lコード：62060）
■ｅ+（イープラス） http://eplus.jp/

7月28日（土）
17：00開演 大ホール
全席指定（税込）
S席7,000円／A席6,000円
B席5,000円／C席4,000円
学生C席3,500円
＊くらら会員は各席500円引き
（学生券を除く）

『 紫の履歴書 』
というタイトルの自叙伝に因んで、話と共に私の作詞、
作曲の作品を主に歌わせて頂きます。
２部はシャンソンのみです。私は芝居も、音楽会も私の頭の中や、想いを
表現する世界ですので演出、構成、美術、衣裳もすべて私の趣味、嗜好で
なければなりませんので、常にそうさせて頂いております。それが世の表現
者としての当然のあり方だと思っておりますので、
この数十年の長い間、それ
を貫かせて頂いております。

■「くららフレンズ」先行販売
くららチケットセンター窓口 4月14日
（土）10：00〜
くらら電 話・インターネット 4月15日
（日）10：00〜
■一般販売 4月21日（土）10：00〜
くらら窓口・電話、
インターネット

ドラマティックとロマンティックとが結合するとこう云うものになりますと云う
演目で御座います。皆様のお気に召して頂ければ幸甚に存じます。

トルヴェール・クヮルテット
Ⓒ 御堂義乘

チケットぴあ 0570-02-9999（ Pコード：484-752）

Q3：ロマンティック音楽会へご来場のお客様にメッセージをお願いいたします。
A3：わざわざの御来場、誠に有難う御座います。先日、東広島で講演会をさせて頂き

恐竜どうぶつ園2018 〜Erth's Dinosaur Zoo〜

ティラノサウルス×トリケラトプスの戦い？
！

ましたが、その時のお客様方も、今日再びおいで頂いているので御座いましょうか。

8月26日（日）①13:00開演 ②15:30 開演 大ホール
全席指定 一般：3,000円 [くらら会員2,500円]
※3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料。
ただし座席利用は有料。

あの折り、私の話の中程や、最後の頃に、涙をふいて居らっしゃる方々が沢山居らっ
しゃいましたのを、舞台上から拝見させて頂きまして、
「何と純粋なお人柄の方が多い
のかしら」と感動致しました。
どうぞ今宵も純粋な美しい御心の皆様方、今年で芸能生活六十六年の私の真心の

■「くららフレンズ」先行販売
くららチケットセンター窓口 3月25日
（日）10：00〜
くらら電 話・インターネット 3月26日
（月）10：00〜

唄を、
どうぞ御ゆるりとお楽しみ下されば嬉しく存じます。本当に、七重のひざを八重九
重に、厚く御礼申し上げます。有難う御座いました。

■一般販売 4月1日（日）10：00〜
くらら窓口・電話、
インターネット
チケットぴあ 0570-02-9999（ Pコード：638-310）
ローソンチケット 0570-084-006（ Lコード：62432）
ｅ+（イープラス）http://eplus.jp/dinosaurzoo/

美輪明宏 ロマンティック音楽会 〜郷愁 ノスタルジア〜
7月28日（土） 17：00開演（16：30開場） 大ホール
※公演詳細はチケット発 売 情 報をご覧ください。
Ⓒ 御堂義乘

4月30日（月･祝）大ホール 15：00開演
全席指定 一般：３,000円 [くらら会員 2,500円]
学生券（大学生以下）
：1,500円
■チケットぴあ 0570-02-9999（ Pコード101-968）

青木隆治

20th Anniversary Tour

〜ものまね集大成となる最後のツアー〜

6月9日（土）大ホール 17：30開演
全席指定 一般：6,800円 [くらら会員 6,000円]
■チケットぴあ 0570-02-9999（ Pコード102-899）
■ローソンチケット 0570-084-006（ Lコード62181）
■ｅ+（イープラス） http://eplus.jp/

※チケット価格はすべて税込です。
くららのみお取り扱い。購入時もしくは公演入場時に学生証をご提示ください。
※学生券は、
※ マークのある公演は、有料託児サービス（予約制）
をご利用いただけます。
※詳細はチラシ、
ホームページをご覧ください。

東広島芸術文化ホールくらら
1F チケットセンター

〒739-0015 東広島市西条栄町7-19
TEL 082-426-5990（10 : 00〜19 : 00土日祝営業）
ホームページ http://kurara-hall.jp/

こもれび広場

は文学、音楽、美術、スポーツ等の文化です。

【応募・お問合せ】東広島芸術文化ホールくらら
「東広島市くららジュニアオーケストラ 団員募集」係

チ ケット好 評 発 売 中

■一般販売 3月22日（木）10：00〜
くらら窓口・電話、
インターネット
チケットぴあ 0570-02-9999（ Pコード：103-215）
ローソンチケット 0570-084-006（ Lコード：62976）他

する為の栄養材は食料です。では一方の「精神」を維持する為の食料、栄養材は何かと云えば、それ

開催日

サロンホール

A1：人間はどんな成分で出来ているかと申しますと「肉体」と「精神」で出来ています。肉体の健康を維持

東広島芸術文化ホールスケジュール Hall Schedule

4月

小 ホ ー ル

■「くららフレンズ」先行販売
くららチケットセンター窓口 3月15日
（木）10：00〜
くらら電 話・インターネット 3月16日
（金）10：00〜

混迷する現代社会において、ときに文化芸術が救いとなるのはなぜでしょうか？

東広島市くららジュニアオーケストラ
平成30年度 団員募集（オーディション）

■応募締切 3月19日（月）必着
詳細については、チラシまたはHPをご覧ください。

7月1日（日）14：00開演 大ホール
全席指定 一般：S席9,000円／A席7,000円
B席5,000円／B席学生2,000円
[くらら会員S席8,500円／A席6,500円／B席4,500円]

Q1：昨年10月28日、美輪明宏さんには講演会で初めて東広島にお越しいただき、大変な反響がありました。

報

■オーディション日時 4月1日（日） 時間未定
■募集パート 弦楽器・管楽器・打楽器 より若干名
■応募資格 ①県内在住・在学の小学3年〜高校3年生
②楽器経験1年以上（譜面が読めること）
③音楽が好きで、意欲を持って練習に参加できる方

ベルリン交響楽団

あなたの人生観が変わるかもしれません。

情

創造性と豊かな感性で、東広島の音楽文化をつくろう

■一般販売 3月10日（土）10：00〜
くらら窓口・電話、
インターネット
チケットぴあ 0570-02-9999
（Pコード：103 - 416）

悩める現代人の背中をそっと押してくれる美輪明宏さん。
そんな“魂の麗人”がお贈りする、美と愛に溢れる魅惑のステージ。

売

：くらら主催・共催

ケロポンズ ファミリーコンサート inくらら

■「くららフレンズ」先行販売
くららチケットセンター窓口
3月4日
（日）10：00〜
くらら電 話・インターネット
3月5日
（月）10：00〜

比類なき美意識と審美眼、そして珠玉のことばで、

発

大 ホ ー ル

精神におけるビタミン剤、
それこそが「文化」
なのです。

チ

開演時間

催

し

自：自由席

8日
（日）

14:00

三山ひろし コンサート
民音歌謡最前線

21日
（土）
22日
（日）

10:00

ピティナピアノステップ東広島地区Ⅰ
・Ⅱ

28日
（土）

17:30

岩崎宏美コンサートツアー Hello! Hello！

30日（月・振休） 15:00

トルヴェール・クヮルテットwith小柳美奈子

5日
（木）

17:00

広島大学フォークソング部
フレッシュコンサート2018

7日
（土）

①11:00
②14:00

くららシネマシリーズ「人生フルーツ」

料

指
自

チ

指

金（税込）

6,000円
学生券2,000円
（当日販売のみ）

無

お問合わせ

MIN-ON広島
TEL 082-567-0585
ピティナ東広島ステーション（中野）
ＴＥＬ 090-7549-2115

料

6,000円

くららチケットセンター
ＴＥＬ 082-426-5990

指
チ

一般：3,000円
学生：1,500円

くららチケットセンター
ＴＥＬ 082-426-5990

自

無

広島大学フォークソング部
TEL 080-2948-3854

チ

自

料

チ

1,000円

くららチケットセンター
ＴＥＬ 082-426-5990

自

無

料

調度品の亀川株式会社
ＴＥＬ 090-6116-6725

料

カルチャーフェスタ実行委員会（中野）
TEL 090-7130-5667

13日
（金）
10:00
〜15日
（日）

ギャッベ展

30日（月・振休） 10:00

Culture festa 2018
If you can dream it you can do it．

自

無

ペルシャ遊牧民の手織り絨毯

チ ：くららチケットセンターにてチケット取扱い

指：全席指定

物

15日
（日）

17:30

スプリングライブコンサート2018

自

1,300円
ワンドリンク

カプリスコパン（藤竹）
TEL 090-2008-3717

26日
（木）

14:00

こころの駅舎
がん患者さん・家族・支援者のつどい

自

無 料
要申込

一般社団法人東広島地区医師会
地域連携室あざれあ
TEL 082-493-7360

11日
（水）

12：15

ロビーコンサート Vol.26
オカリナ倶楽部 あすかの風

自

無

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990

3月- 4月
開催日

7日
（水）
〜
12日
（月）

9:00〜17:00

3 14日（水）〜
9:00〜17:00
月 19日（月）
9:00〜17:00
21日（水・祝）〜
21日（水）のみ
26日
（月）
11:00〜17:00
28日
（水）
〜
4月2日
（月） 9:00〜17:00
4日
（水）
〜
9日
（月）

9:00〜17:00

11日
（水)〜

9:00〜17:00
4 16日（月）
月 18日（水）〜
23日
（月）

東広島芸術文化ホール市民ギャラリースケジュール Gallery Schedule

開催時間

2月
28日
（水）
〜 9:00〜17:00
3月5日
（月）

9:00〜17:00

25日
（水）
〜 9:00〜17:00
30日（月・振休）

料

催 し

物

料

「ふるさと西条」大発見
西条小学校から ステキ発信!!
〜子どもの学びは地域とともに〜
第9回東広島を撮る
広賀園・松籟園作品展

ふるさと一隔
彩（いろどり）

第28回帆船模型展
平成29年度市民講座
「東広島を楽しくスケッチしよう（安芸津編）」
西条洗心会書道展
第11回ひまわり水彩画教室展
「楽しく描くをモットーに」藤井悟先生指導
第16回

水彩画展

Culture festa 2018
If you can dream it you can do it．

金（税込）

お問合わせ

無

料

東広島市立西条小学校（菅）
TEL 082-422-3322

無

料

東広島デジタル写真研究会（大山）
TEL 082-423-3557

無

料

広賀園・松籟園（福原）
TEL 082-422-2543

無

料

ザ・ロープヒロシマ（田島）
TEL 090-8996-3300

無

料

難波平人
TEL 082-429-0031

無

料

西条洗心会（藤本）
TEL 082-428-2713

無

料

ひまわり水彩画教室（影山）
TEL 082-428-6695

無

料

東広島水彩画教室（垣野内）
TEL 0823-25-8579

無

料

カルチャーフェスタ実行委員会（中野）
TEL 090-7130-5667

主催者の希望または作成日の関係等により、掲載していない催し物もありますのでご了承ください。（2018 年 2 月 12 日現在）

出演者
♪ 募集

2018年度 くららロビーコンサート
【日時】

原則 毎月第2水曜日12：15〜12：45

［今後の実施予定］

5月9日／6月13日／7月11日
8月8日／9月12日／10月10日
11月14日／12月12日
2019年1月9日／2月13日
3月13日
※ホールの都合上変更する場合があります。

【場所】

くらら1Ｆ こもれび広場

【出演資格】
市 内で活 動し、演 奏を主とする個 人 および
グループ。年齢、プロ・アマは問いません。

【申込方法】
所定の応募用紙（出演申込書および出演企画
書）を期日までに必ずご提出ください。
※参考音源の提出をお願いする場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
※出演に係る費用は全額自己負担でお願いい
たします。
【受付期間】
出演希望日3ヶ月前の月末必着
【申込み・問合せ】
応募用紙に必要事項をご記入のうえ、郵送もしく
はくらら窓口にてお申込みください。

東広島芸術文化ホールくらら TEL 082-426-5900

