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3月/4月SEED 感動と共感の舞台

くららのブックマーク
くららシード

特集：「春のめざめ」製作発表会レポート

2019年度「くららフレンズ」新規会員募集

3月／4月チケット発売情報

イベントガイド：3月／4月

東広島芸術文化ホールスケジュール  Hall Schedule3月
：くらら主催・共催　自：自由席　指：全席指定　　　：くららチケットセンターにてチケット取扱いチ

9日（土）～
10日（日）

11日（月）

15日（金）

16日（土）

17日（日）

23日（土）

24日（日）

30日（土）

31日（日）

中央生涯学習センターまつり2019
～ステージ発表～

広島大学交響楽団・広島大学霞管弦楽団
合同コンサート

第4回 木管アンサンブル演奏会 

アウトリーチ ガラコンサートVol.2

「アベンジャーズ　インフィニティ・ウォー」
映画無料上映会 

42nd 三笘美智子門下サロンコンサート 

ステップコンサート
ピアノステップ継続表彰者・
コンクール受賞者によるコンサート 

広島県立西条農業高等学校吹奏楽部
第8回定期演奏会 

市民交流コンサート2019 

レクチャーコンサート
LectureConcert　3rd 

芝居空間侍エレクトリカルパレード本公演第十三陣
「大正ブラックボックス」～帝都半囚怪奇譚第十三之章～

東広島ユースシンガーズひかり
第5回定期演奏会 

デュオリサイタル2019
佐山房子soprano＆松尾友紀piano
～心の風景と共に～

ディライト・トロンボーンアンサンブル
スプリングコンサート　2019

無　料

無　料

無　料

一般500円
高校生以下無料
（要入場整理券）

無　料
（要入場整理券）

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

前売1,500円
当日2,000円

無　料

1,000円

無　料

無　料

（公財）東広島市教育文化振興事業団
TEL 082-424-3811 
 
広島大学交響楽団・広島大学霞管弦楽団（長谷川）
TEL 080-4219-5407

広島大学木管アンサンブル研究会（三浦）
TEL 090-8974-0929
 
くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990
 
福山シネマモード
TEL 084-923-6800

三笘
TEL 082-423-5330 
 
ピティナ東広島ステーション（中野）
TEL 090-7549-2115
 
西条農業高等学校吹奏楽部（淵本） 
TEL 082-423-2921 
 
東広島音楽文化振興ネットワーク（有谿） 
TEL 080-2887-1930
広島大学大学院教育研究科
音楽文化教育学専修 徳永ゼミ（青木）
TEL 090-6438-2622

芝居空間侍エレクトリカルパレード
TEL 090-2008-4236

東広島ユースシンガーズひかり（小坂）
TEL 090-7570-4438
 
奏の会（佐山）
TEL 082-439-2652

デイライト・トロンボーンアンサンブル（重藤）
TEL 090-9417-4638 

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990

開催日 開演時間 料　金（税込） お問合わせ催　し　物
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9日（土）13:30
10日（日）13:00

14:30

18:00

14:30

①10:30　
②14:00　
③18:00

14:00

13:30

14:00

15:00

3日（日）

17日（日）

21日（木・祝）

24日（日）

27日（水）

31日（日）

小田山のおに　～黒瀬の民話より～ 

東広島市くららジュニアオーケストラ
第4回定期演奏会 

オカピ・ウインドオーケストラpresents
吹奏楽の祭典vol.2　神々の戯れ

第13回春のフレッシュコンサート

第19回定期演奏会

谷原恵子・晃子バレエスタジオ
プチプリンセス　
第10回バレエ＆ダンス公演

東広島市民ミュージカル制作実行
委員会事務局（河上）
TEL 050-6865-8907
くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990
 
オカピ・ウインドオーケストラ実行委員会（岡田）
TEL 090-9733-6962 
 
広島県立広島中学校・広島高等学校（中川）
TEL 082-491-0270
 
近大付属広島高校 東広島校 吹奏楽部 
TEL 082-434-7111 
 
谷原恵子・晃子バレエスタジオ 
TEL 082-271-3059
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ロビーコンサート Vol.37
ピアン ピアニーノ（声楽・器楽）

サ
ロ
ン
ホ
ー
ル

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。（2019年2月17日現在）

〒739‐0015広島県東広島市西条栄町7番19号 TEL 082‐426‐5900  FAX 082-426-5901
くららシード3月／4月号  編集・発行：東広島芸術文化ホールくらら 発行日：2019年3月1日Ⓒ無断転載・複製を禁ず

東広島芸術文化ホール

【交  通】
■JR山陽本線 西条駅下車、徒歩4分（広島駅より約40分）
■新幹線 東広島駅下車、タクシー約15分
■芸陽バス「中央公園前」下車0分

無　料
（要入場整理券）

無　料
（要整理券）

無　料

無　料

無　料

2019年 5月6日（月・休）
［13：００開演／18：00開演］

東広島芸術文化ホールくらら 大ホール
こ
も
れ
び
広
場

出演：広島県警察音楽隊　定員：245名　対象：小学生以上
申込：要入場整理券
　 　 入場整理券は、2月22日（金）9：00よりくらら窓口にてお一人様
　 　 2枚まで配布　
※公演時間は約3時間です。　
※動きやすい服装・靴でご来場ください。

 １年会員 1,000円（税込）　会期：2019年4月1日～2020年3月末日

友の会「くららフレンズ」新規会員募集友の会「くららフレンズ」新規会員募集
入会金無料

入会申込書にご記入のうえ、
会費を添えてお申し込みください。

「チケット購入」もしくは「友の会くららフレンズ」から、③インタ
ーネット予約にて利用登録（仮・本登録とも）を行ったあとログ
インし、くららwebサービス（友の会入会画面）から手続きを行
なってください。会費はクレジットカード払いのみとなります。

HPから入会申込書をダウンロード、必要事項をご記入のうえ
FAX送信ののち銀行振込にて会費をお支払いください。
 【振込先】銀行名：広島銀行　西条支店
 番号：普通3664805　口座名：東広島芸術文化ホール
振込手数料はお客様のご負担となります。
振込名義は入会者氏名にてお願いいたします。
FAX 082-426-5901

申　込　方　法

くらら
窓口

FAX

ホーム
ページ

特典① 一般に先駆けてチケットをご購入できます。
くらら主催・共催1公演につき、最大4枚まで購入可（公演による）
特典② チケットを会員割引価格でお求めいただけます。
10％割引、500円割引など、公演に合わせて会員割引価格を
設定　※くらら指定公演に限る／割引のない公演あり
特典③ 広報誌「くららシード」をお届けします。
奇数隔月発行。くららの公演情報、チケット発売情報など、最
新ニュースをお知らせ
特典④ くららフレンズ協賛店で提携サービスが受けられます。
くらら2Fレストラン「ソラオト」や近隣飲食店など「くららフレン
ズ」協賛店で、飲食代金割引などの優待あり
特典⑤ 会員限定企画にご参加いただけます。

♪会 員 特 典♪

■車椅子席・介助者席は、くららチケットセンターのみお取
扱いします。

■学生券は購入時もしくは公演入場時に学生証をご提示く
ださい。

■ご予約後、チケット代金の入金が支払期限を過ぎますと
ご予約自体がキャンセルとなりますのでご注意ください。

■ご購入後の変更・交換・取り消し・払い戻しは、一切行い
ません。またチケットは、いかなる事情（紛失・消失・破損な
ど）でも、再発行はいたしません。

■営利目的による転売・ネットオークションへの出品等の
転売行為を禁止します。転売行為が発覚した場合、ご予約
の取り消しもしくは転売チケットを無効とし入場をお断り
します。

●ネットでご予約後、ご登録のメールアドレスに届く「確認メール」
　に、チケットのお支払期限（通常7日間）や、チケット発券に必要
　なサイトの記載がありますので、必ずご覧ください。
　完了メールticket@kurara-hal l . jpの受信設定をお願い
　します。
●ネットでご予約のチケットは、くらら窓口でのチケット引取りは
　できません。コンビニ発券のみとなります。
●クレジットカード決済の場合、チケット予約のページからクレ
　ジットカード決済のページにアクセスしていただく必要がありま
　すのでご注意ください。
［決裁別による支払期限と発券期限］

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

くららチケットセンター チケットのお取扱いについて

クレジット決済
予約日の翌日
公演日まで

支払期限
発券期限

コンビニ決済
7日間
7日間

インターネットでのご購入

東広島市くららジュニアオーケストラ 2019年度 団員募集（オーディション）東広島市くららジュニアオーケストラ 2019年度 団員募集（オーディション）

■オーディション日時　4月7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
■応募締切　3月18日（月）必着
　※くらら窓口持参および郵送のみ受付
　※詳細はチラシまたはくららHPをご覧ください。
【ご応募・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
　〒739-0015 東広島市西条栄町7-19　TEL 082-426-5900

くらら避難訓練コンサート
参加者
募集
　　　　　　 避難訓練コンサートとは、“演奏途中に災害が発生した”
　　　　という設定で、観客の皆様に実際に避難をしていただく演奏
会です。訓練終了後は、再び演奏をお楽しみいただけます。

4月20日（土） 14：00開演（13：30開場） 小ホール

全席自由／入場無料



らくごDE全国ツアーVol.7
春風亭一之輔のドッサりまわるぜ2019
7月21日(日)　大ホール　13:30開演
 全席指定　
一般：3,600円
[くらら会員3,300円]
■「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30日（土）10：00～ 　
　くらら電話・インターネット：
　3月31日（日）10：00～
■一般販売　4月7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492-452）
　ローソンチケット
　0570-084-006（Lコード61562）
　エディオン広島本店（サンモール1F）082-247-5111
　福屋広島駅前店082-568-3942

デビュー50周年記念
南こうせつ コンサートツアー2019
～いつも歌があった～
8月4日（日）　大ホール　17：00開演
 全席指定　 
一般：7,000円
[くらら会員6,500円]
■「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（日）10：00～ 
　くらら電話・インターネット：4月15日（月）10：00～
■一般販売　4月21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142-858）
　ぴあ特電（発売日のみ） 0570-02-9941
　ローソンチケット 0570-084-006（Lコード61941）
　ローソン特電（発売日のみ） 0570-084-662
　e＋（イープラス）http://eplus.jp/

：くらら主催・共催　自：自由席　指：全席指定　　　：くららチケットセンターにてチケット取扱い

チ  ケ  ッ  ト  発  売  情  報

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/

東広島市音楽普及啓発事業活動報告演奏会
アウトリーチ　ガラコンサート Vol.2
3月16日（土）　小ホール　14：30開演　
  全席自由　一般：500円／高校生以下：無料（要入場整理券）
　　　　　＊会員割引なし

松下奈緒　コンサートツアー2019 ～Synchro～
4月6日（土）　大ホール　１７：００開演　　
  全席指定　 一般：6,500円［くらら会員6,000円］
チケットぴあ  0570-02-9999（Pコード138-382）

池田清彦 講演会 「寿命はどこまで延ばせるか？」
～人生いきいきと暮らそう～
4月29日（月・祝）　大ホール　14：００開演　
  全席指定　 一般：2,000円［くらら会員1,800円］
チケットぴあ  0570-02-9999（Pコード641-283）

チケット好評発売中

※チケット価格はすべて税込です。
※学生券は購入時もしくは公演入場時に学生証をご提示ください。
※　 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。

チ

東広島芸術文化ホールスケジュール  Hall Schedule4 月

「春のめざめ」　追加公演
5月6日（月・休）　大ホール　18：００開演
 全席指定　 一般：S席6,000円／A席5,000円
　　　　　　　　 B席4,000円／学生B席：3,500円 
［くらら会員］一般：S席5,500円／A席4,500円／B席3,500円
※学生券はくららのみ取扱い（要学生証提示）
※追加公演の窓口販売はありません。
■チケットぴあ「プレリザーブ」（web抽選先行）
　申込期間　2/14（木）11:00～2/21（木）11 : 00
■「くららフレンズ」先行販売　
　くらら電話・インターネット：3月3日（日）10：00～ 
■一般販売　3月10日（日）10：00～
　くらら電話・インターネット／チケットぴあ（Pコード492-685 webのみ）

ひがしひろしま音楽祭2019特別企画
陸上自衛隊 第13音楽隊コンサート inくらら
6月8日（土）　大ホール　14:00開演
 全席自由　入場無料（要入場整理券)
■入場整理券配布
4月17日（水）9:00より、くらら窓口にて配布開始（お1人様4枚まで）

岡村孝子コンサート2019  “T's GARDEN”
～夢をあきらめないで頑張るあなたの心に響く歌～
6月22日（土）　大ホール　18:00開演
 全席指定　一般：6,500円［くらら会員6,000円］
■「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 9日（土）10：00～ 
　くらら電話・インターネット：3月10日（日）10：00～
■一般販売　3月15日（金）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142-745）
　ローソンチケット 0570-084-006（Lコード62242）

栗コーダーカルテット＆ビューティフルハミングバード
わくわくコンサート
～franc’s 20th anniversary～
6月30日（日）　小ホール
おやこの部 14:00開演（60分公演）
オトナの部 17:00開演（120分公演）
 全席指定　おやこの部 一般：2,000円［くらら会員1,800円］
    　　　 こども（3～12歳）：1,000円
　　　　　※3歳以上は要チケット。3歳未満の膝上鑑賞に限り無料
オトナの部 一般：3,000円 [くらら会員2,500円]
　　　　　※未就学児の入場不可
■「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21日（木・祝）10：00～ 
　くらら電話・インターネット：
　3月22日（金）10：00～
■一般販売　3月28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143-068）

開催日 開催時間 料　金（税込） お問合わせ催　し　物

2月27日（水）
～3月4日（月）
6日（水）～
11日（月）
13日（水）～
18日（月）
20日（水）～
25日（月）
3月27日（水）
～4月1日（月）
4月3日（水）
～4月8日（月）
10日（水）～
15日（月）
17日（水）～
22日（月）
24日（水）～
29日（月・祝）

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

10:00～18:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

西条洗心会書道習作展

中央生涯学習センターまつり2019 ～作品展示～

第11回ふるさと東広島を撮る 昭和が残る東広島

中国新聞文化センター東広島水彩画教室
第15回作品展

アトリエ風　春の作品展

なごみパッチワーク教室作品展 

第13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14回グループしゃくなげ展

鳴水社中展（鳴水書院 竹墨の会 板城同好会）
先生を偲び、感謝して

西条洗心書道会（藤本） 
TEL 082-428-2713 
（公財）東広島市教育文化振興事業団（木原） 
TEL 082-424-3811
中国新聞写真クラブ東広島支部・
東広島デジタル写真研究会(大山) 
TEL 082-423-3557 

中国新聞文化センター東広島水彩画教室（田島）
TEL 090-9413-3649
アトリエ風（堀江）
TEL 0846-45-1593
なごみパッチワーク教室（成松）
TEL 0823-82-9286 
ひまわり水彩画教室（景山）
TEL 082-428-6695 
グループしゃくなげ（コウノ）
TEL 082-435-2266
竹墨の会（山下）
TEL 090-4652-1063

3
月

 4
 月

無　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料

東広島芸術文化ホール市民ギャラリースケジュール  Gallery Schedule3月-4月

17:00

14:00

19:00

9:30

14:00

10:00

14：00

9:45

10:00

10:00

9:15

JAバンクpresents
松下奈緒コンサートツアー2019～Synchro～ 
マツダブランド普及活動総括講演会
マツダの車づくりに対する考えに接する
丹野智文氏講演会～認知症と共に笑顔で生きる～
ひと足先に認知症になった私からあなたへ 

ピティナピアノステップ東広島地区Ⅰ・Ⅱ 

池田清彦講演会「寿命はどこまで延ばせるか？」
～人生いきいきと暮らそう～

ギャッベ展　
～ペルシャの遊牧民の手織りジュータン～
くらら避難訓練コンサート
（出演：広島県警察音楽隊）

かるちゃーフェスタ 2019　学びの集大成
～さらなる飛躍、感動を～

ピティナピアノステップエンジョイコンサート
ピアノの名曲、バイオリンデュオの楽しいコンサート 
ピティナ・ピアノステップ説明会　
ピティナ・ピアノステップの魅力を知ろう！
ジャスミン音の庭室内楽クラス公開レッスン
室内楽の楽しみ 

無　料

一般2,000円

無　料

無　料

無　料

学生800円
一般1,000円
親子ペア1,500円

無　料 （要予約）

無　料

無　料

一般6,500円 くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990　
東広島マツダ会（伊藤） 
TEL 082-420-9500 
ハッピーエイジング東広島（牛尾）
TEL 090-5703-4807

ピティナ東広島ステーション（中野） 
TEL 090-7549-2115
くららチケットセンター 
TEL 082-426-5990　

調度品の亀川 株式会社
TEL 090-6116-6725

カルチャーフェスタ実行委員会（中野）
TEL 090-7130-5667

ピティナ東広島ステーション（中野） 
TEL 090-7549-2115

ピティナ東広島酒蔵ステーション（板野） 
TEL 090-9099-7321
ピティナ東広島ステーション（中野）
TEL 090-7549-2115

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990

開催日 開演時間 料　金（税込） お問合わせ催　し　物

大
ホ
ー
ル

チ

チ

チ

6日（土）

7日（日）

16日（火）

20日（土）～
21日（日）

29日（月･祝）

14日（日）

15日（月）

19日（金）

12日（金）～
14日（日）

20日（土）

30日（火・祝）

指

指

自

自

自

自

自

自

自

無　料

無　料
（要入場整理券）

自

自

12：15
こ
も
れ
び
広
場

10日（水） ロビーコンサート Vol.38
NKG66 （うたごえ喫茶）

小
ホ
ー
ル

サ
ロ
ン
ホ
ー
ル

撮影：山田雅子

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。（2019年2月17日現在）

【目　　的】日常練習、発表会やコンクール前の予行練習、
　　　　　スタインウェイ・ヤマハの弾き比べ等
【日　　時】5月10日（金）12:00～18:00／11日（土）10:00～18:00
【会　　場】くらら大ホール
【参 加 料】１区分　30分/2,000円　
【演奏時間】1件　最大１時間（2区分）
【留意事項】
◆使用設備（参加料に含まれるもの）：グランドピアノ2台・譜面台・反響
　板・空調・基本照明・影マイク
◆ピアノのピッチ：442　
　調律はイベント当日に行いますが、当日の調整・立ち合いはありません。
◆ピアノ位置：固定。動かすことはできません。
◆写真撮影・ビデオ録画・録音は自由です。
◆演奏形態：ピアノ独奏、連弾、伴奏、アンサンブル等。
　1件の参加人数は、原則問いません。
◆ホール客席：演奏の見学・鑑賞・出入り自由。
　入場チケットは不要です。

【応募方法】
4月13日（土）9:00よりくらら窓口にて先着順で受付
電話受付は翌日14日（日）9:00より先着順で受付（メールでのお申込
み不可）　
※所定の参加申込書にご記入の上、参加料を添えてくらら窓口にてお
　申し込みください。電話でのお申込みは、１週間以内に申込書と参加
　料をくらら窓口に納付してください。（定員に達した時点で募集を締切）
【参加申込書】
くららＨＰでダウンロード、もしくはくらら館内・窓口にて配架しています。
※先着順にて応募を受付けますので、ご希望にそえない場合があります。
　予めご了承ください。
※ご記入いただいた個人情報は、本イベントに関する連絡・情報提供のみ
　に使用させていただきます。
※くららからのメールが受信できるよう受信設定をお願いいたします。
　info@kurara-hall.jp

主催：東広島芸術文化ホール指定管理者

「くらら♪ピアノの日」参加者募集!
くらら自慢のピアノ、スタインウェイD-274とヤマハCFXを大ホールで気軽に弾いてみませんか？

【お問合せ・お申込み】　東広島芸術文化ホールくらら　TEL 082-426-5900　http://kurara-hall.jp/

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース

少年少女たちの精神と肉体の乖離に苦悩する姿をリアルに描く話題作

【メルヒオール・伊藤健太郎さん】

白井さんやキャストの皆さんの力を借りて、
しっかりと演じていきたいです。
主演と聞いたときは嬉しかったです。今回、
僕は舞台が二度目なのですが、初めて舞台
に立ったときに直にお客さんから反応をもら
える舞台の魅力をすごく感じて、キャストや
スタッフだけでなくお客さんとも一緒に作品

を創り上げる空間が居心地がいいなと思いました。台本を初めて
読んだときは正直よく分からなかったのですが、読み進めて考え
ていくうちに、思春期に考えることや感じることが時代を越えて今
でも共通することがあるんだなと感じました。演じる上で、今現在
思春期の子たちやこれから迎える子たち、そしてかつて経験した
大人の方々にも同じ目線で観ていただけるように演じていきたい
です。

【ヴェントラ・岡本夏美さん】

初演を観劇した当時の日記にヴェントラ役を
やりたいと書いていました。オーディションの
機会をいただき、ヴェントラ役を演じることが
決まり、本当に嬉しかったです。オーディショ
ンではこのヴェントラ役をやりたかった気持
ちを白井さんにまっすぐ届けられたと思いま
す。中学生くらいの時から仕事で大人と話す

ことが多く、大人っぽいと言われることもありましたが、見た目に伴
わせて心も追い付かせなければと窮屈に感じたこともあり、その
点はヴェントラと似ているなと思いました。まっすぐで誠実で、い
ろんなことに興味がある思春期の女の子を、そんなときもあったな
と共感しながら演じたいです。

【モーリッツ・栗原 類さん】

初演に引き続き、モーリッツを演じさせてい
ただきますが、たとえ台本が同じでもキャス
トが変われば全く違う作品になるので、一か
ら積み上げていきたいです。具体的な白井
さんからの説明や動きなど、初演の稽古を
今でも覚えていますが、初演のときの芝居
を引きずらないよう、一から再構築したいで

す。大人の言っていることが分からなかったり、学校の先生を信じ
られなかったりするところは自分とモーリッツも同じだなと感じる
反面、自分を追い詰めすぎるところなどは自分とは違うと感じてい
ます。

【演出・白井 晃さん】

芸術監督就任後から取り組んでいる近現代
戯曲シリーズとしては、再演ではあります
が、伊藤健太郎さん、岡本夏美さんといった
新たなキャストを得て、また新しい作品とし
て「春のめざめ」を上演させていただきま
す。思春期の“生”と“性”をテーマに、大人社
会との対峙の中で、思春期の子供たちがい

かに闘っていくのか、どうやって自分たちの生の道を見つけていく
のか、若き日の葛藤を描きます。

2/6（水）KAAT神奈川芸術劇場
にて、同劇場の近現代戯曲シリーズ
「春のめざめ」＆「恐るべき子供た
ち」連続上演製作発表会が行われ
ました。
その中から、5月6日（月・振）にくら
らで上演する「春のめざめ」につ
いて、演出の白井 晃さん、主演の
伊藤健太郎さん、共演の岡本夏美
さん、栗原 類さんのコメントをご
紹介します。　　　　 撮影：岡 千里

「春のめざめ」
【原作】フランク・ヴェデキント
【翻訳】酒寄進一（岩波文庫「春のめざめ」）
【音楽】降谷建志
【構成･演出】白井 晃（KAAT神奈川芸術劇場 芸術監督）
【出演】伊藤健太郎／岡本夏美／栗原 類
　　　ほか
★追加公演決定！
5月6日（月・休）　大ホール 
18：００開演（17：30開場）
※詳細は、チケット発売情報をご覧ください。


