
◆アウトリーチセミナー
「アウトリーチ」活動について知識を深め、その意義
・効果を学んでいただくセミナーです。
講義のほか、プロの演奏家による模擬アウトリーチも
体験できます！

5月29日（水） 11：00～15：00
■くらら大ホール／研修室
［講師］ 児玉　真（地域創造プロデューサー）
［模擬アウトリーチ講師］ 田村　緑（ピアノ）
参加料：無 料　（定員：３０名程度）

◆登録アーティスト・オーディション
6月18日（火） 15：30～17：00（予定）
■くらら3Fサロンホール
参加料：無 料　※詳細はお問い合わせください。

田村 緑児玉 真

M AY            J U N2019
5月/6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：大瀬戸千嶋 結成13周年記念コンサート「飛翔」

2019年度「アウトリーチセミナー」受講生募集

5月／6月チケット発売情報

イベントガイド：5月／6月
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東広島芸術文化ホール

～夢をあきらめないで頑張るあなたの心に響く歌～

コンサート2019 
”T's GARDEN”

東広島芸術文化ホールくらら
大ホール ［18：00開演／17：30開場］

2019
6/22
SAT

ⒸCOTTONFIELDS

3日（金・祝）

4日（土）

9日（木）

19日（日）

26日（日）

27日（月）

スプリングコンサート
（しまだピアノ教室講師、生徒、ゲストによるコンサート）

近大東広島中学校・高校ダンス部公演
第3回自主公演
西条ロータリークラブ 創立55周年記念事業
西日本豪雨災害チャリティコンサート
「オーケストラと夢の共演」

岡田ピアノ教室発表会♪ 

第7回　日本舞踊　西川流西中会
～おさらい会～ 

高校生・保護者・教員・社会人・既卒者の
ための進路相談会   

平成31年度西条住民自治協議会総会

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

ミュージックハウスK 
TEL 082-439-1117（10：00～17：00）

近畿大学付属広島高等学校・中学校 東広島校（小谷） 
TEL 082-434-7111 
 
くららチケットセンター
TEL 082-426-5990
 
岡田ピアノ教室（岡田）
TEL 090-5702-1986
 
西川流西中会（木原） 
TEL 082-437-1424 
 
株式会社さんぽう　広島営業所 
TEL 082-568-2323 

西条住民自治協議会
TEL 082-430-7070

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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14:00

18:00

19：00

14:00

12:30

16:00

6日（月・休）

10日（金）
11日（土）

19日（日）

31日（金）

春のめざめ

くらら♪ピアノの日

藤間寿三豊社中温習会
皐月のえにし

土砂災害防止県民の集い 

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990

東広島芸術文化ホールくらら
TEL 082-426-5900

藤間寿三豊会（池田）
TEL 082-439-0460

東広島市危機管理課
TEL 082-420-0400

13:00
18:00

12:00～18：00
10:00～18：00

12:00

13:30

13:3018日（土）

12:158日（水）

指 前売チケット完売
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ロビーコンサート Vol.39
東広島オカリナ愛好会「あざみ」

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4月15日現在）

無　料
（要入場整理券）

無　料

無　料

無　料

一般：1,000円

こ
も
れ
び
広
場

【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

2019年度 東広島音楽普及啓発事業♪ ♪
アウトリーチセミナー受講生募集

登録アーティスト・オーディション

【お申込み】
チラシ裏面もしくはくららＨＰから申込用紙をダウン
ロード、必要事項をご記入のうえ、くらら窓口へ持参／
郵送／メール／FAX送信にてお申し込みください。
■申込締切
　 セ ミ ナ ー：5月22日（水）
　 オーディション：6月 2 日（日）
　 くらら必着
東広島音楽普及啓発事業
「アウトリーチセミナー／登録アーティスト・オーディション
 参加申込」係　（担当：蓮田・大倉）

〒739-0015 東広島市西条栄町7-19
TEL 082-426-5900 （受付9：00～19：00）
FAX 082-426-5901　 
Eメール  info@kurara-hall.jp

全館一斉点検・修理・清掃実施のため、下記の日程で臨時休館いたします。
利用者の皆様には、ご理解のほどお願い申し上げます。

10月14日（月・祝） 一部休館
窓口、チケットセンターのみ営業（9:00～19:00）

※酒まつり開催に伴う撤収・点検作業のため、ホール・諸室のご利用はできません。

8月13日（火）～15日（木）全館休館
※全館一斉点検・修理・清掃のため

2019年度 くらら
全館臨時休館日のお知らせ

■応募締切　5月27日（月）必着
　詳細については、チラシまたはくららHPをご覧ください。

【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 団員二次募集」係
※くらら窓口持参、および郵送のみ受付
〒739-0015 東広島市西条栄町7-19
TEL 082-426-5900（9：00～19：00）

■オーディション日時　6月16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年生～高校3年生
　②楽器経験1年以上（楽譜が読めること）
　③音楽が大好きで、
　　意欲を持って練習に参加できる方

東広島市くららジュニアオーケストラ
2019年度 団員二次募集（オーディション）

～ 創 造 性 と 豊 か な 感 性 で、東 広 島 の 音 楽 文 化 を つ くろ う ～～ 創 造 性 と 豊 か な 感 性 で、東 広 島 の 音 楽 文 化 を つ くろ う ～



ＤＲＵＭ ＴＡＯ
「RHYTHM of TRIBE ～時空旅行記2」
10月2日（水）　大ホール　19：00開演
 全席指定　一般：Ｓ席6,500円
　　　　　　　Ａ席5,500円
　　　　　　　Ｂ席4,500円
［くらら会員は各席500円引き］
学生各席：4,500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：6月21日（金）10：00～ 　
　くらら電話・インターネット：6月22日（土）10：00～
■一般販売　6月28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149-679）

広島交響楽団 in くらら
アフタヌーン・コンサート
10月6日（日）　大ホール
15：00開演 
一般：S席4,500円
　　 A席3,500円
　　 B席2,500円
　　 B席学生1,500円
［くらら会員各席500円引き（学生席除く）］
■「くららフレンズ」先行販売　
　くららチケットセンター窓口：6月6日（木）10：00～
　くらら電話・インターネット：6月7日（金）10：00～
■一般販売　6月13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149-396）

ソフィア・ゾリステン　名曲の花束
11月3日（日）　大ホール　14 : 00開演
 全席指定　一般：S席4,500円／A席3,500円／B席2,500円
　　　　 ［くらら会員各席300円引き］
■「くららフレンズ」先行販売　
　くららチケットセンター窓口：5月18日（土）10：00～
　くらら電話・インターネット：5月19日（日）10：00～
■一般販売　5月24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150-521）
　ローソンチケット 0570-084-006（Lコード62674）
　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/

※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。
※くららで購入もしくはくららが委託したプレイガイドでご購入のチケットは、
　営利目的（定価以上）の転売を固く禁止します。転売行為が発覚した場
　合、ご予約の取消、もしくは転売チケットを無効とし入場をお断りします。
※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 Schedule6 月

くららシネマ「日日是好日」
6月29日（土）　小ホール
①11：00 ②14：00 ［開場は上映30分前／各回完全入替制］
 全席指定　一般：1,000円 [くらら会員800円]　
　　　　　当日：1,300円
■くららフレンズ・一般同日発売
　5月4日（土･祝）10：00～
　くらら窓口・電話・インターネット

藤木直人
Naohito Fujiki Live Tour ver12.0
7月7日（日）　大ホール　17:30開演
 全席指定　一般：8,500円
［くらら会員割引なし］
■「くららフレンズ」先行販売　
　くららチケットセンター窓口
　5月25日（土）10：00～
　くらら電話・インターネット
　5月26日（日）10：00～
■一般販売　5月31日（金）10：00～
　くらら窓口・電話・インターネット 
　

くららシネマ「あん」
9月1日（日）　小ホール
①11：00 ②14：00 ［開場は上映30分前／各回完全入替制］
 全席指定　一般：1,000円［くらら会員800円］
■くららフレンズ・一般同日発売
　5月11日（土）10：00～
　くらら窓口・電話・インターネット

大瀬戸千嶋
結成13周年記念コンサート「飛翔」
9月15日（日）　大ホール　14:30開演  
 全席指定　一般：3,500円［くらら会員3,000円］
　　　　　学生：2,000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：5月15日（水）10：00～
　くらら電話・インターネット：5月16日（木）10：00～
■一般販売　5月22日（水）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149-389）

くららシネマシリーズ

くららシネマシリーズ

Q4  広島や東広島では吹奏楽が盛んですが、吹奏楽の学生さんや、
ミュージシャンを志す若い世代に伝えたいことがありましたら教えてください。

A4  自分も吹奏楽部でしたが、仲間を大切にして、目標に向かいひた
すら練習あるのみです。ミュージシャンを志す若い皆様には、ステー
ジ、本番にたくさん出ることをお勧めします。友達や親に聞いてもら
うことも立派なステージ。
人からいただく拍手で成長できると思っています。共に音楽を楽しみ
ましょう。

Q5  くららへご来場のお客様へメッセージをお願いいたします。

A5  初めてくららのステージに立たせていただきますが、素晴らしい
ホールで演奏するのを楽しみにしています。大瀬戸千嶋の活動は
“聞きやすい、親しみやすい、楽しめるステージ”がコンセプトです。
会場が一つの輪になり笑顔が溢れるコンサートになれば最高です。
9月15日お会いできるのを楽しみにしています。

近年アジアへの進出がめざましい、広島発の新世代インストゥルメンタル・ユニット「大瀬戸千嶋」
“サックス＆エレクトーン”という独自のスタイルで創り出す、変幻自在なサウンドが魅力です。
近年アジアへの進出がめざましい、広島発の新世代インストゥルメンタル・ユニット「大瀬戸千嶋」
“サックス＆エレクトーン”という独自のスタイルで創り出す、変幻自在なサウンドが魅力です。

大瀬戸千嶋　結成13周年記念コンサート「飛翔」
9月15日（日） 大ホール 14:30開演（13:30開場）
出演：大瀬戸千嶋（Sax：大瀬戸  嵩／El：千嶋里志）ほか

Q1  大瀬戸千嶋のお二人が考える、インス
トゥルメンタル・ユニットならではの魅力とは？

A1  色々と魅力はあると思いますが、イ
ンストゥルメンタル（略インスト）の音楽
は、歌詞がないので聴いていただけるお
客様が、それぞれの感じ方で音楽を楽し
めることが魅力の一つだと思います。ユ
ニットとして役割が違うため、どうしても
サックスがメロディーを吹くことが多いですが、イメージを膨らますた
めにはエレクトーンの支えが必要で、そのアンサンブルが出来てこそ
自分達らしいインスト音楽になるのかなと考えています。
もともとエレクトーンのサウンドに負けないよう、フロント楽器として
音が高く目立つソプラノサックスを吹くことにしました。音楽をされて
いる方は珍しくないかもしれませんが、我々は結成当時演奏していた
場所の近所に住んでいる方々に聞いていただく音楽活動がスタート
でしたので、ソプラノを吹くとお客様から『そんな楽器があるんじゃ
ね！』『それもサックスなの？』と多く声をかけていただきました。もち
ろんアルトやテナーを吹く曲もありますが、まずは “興味を持っても
らう！” これが原点にあります。
サックスとエレクトーンのユニットは珍しいですし、インストならではの
様々なジャンルの音楽も楽しんでいただけるのではと思っています。

Q2  サックスというアコースティック楽器とエレクトーンという電子楽器の
コンビネーションで、苦労されるところ、または良いところはありますか？

A2  音楽的にはステージで音のバランスを作ることに苦労しました。
やはりユニットとしてこの2つの楽器の良さをどう見せられるかは、今
でも色々と考えます。あと、サックスはある意味 “変わらない楽器”で
すが、エレクトーンはこの13年間でもかなり進化するので、その度に
同じ曲でもアレンジを作り直すなど電子楽器ならではのところはあり
ます。しかし、この組み合わせじゃないと大瀬戸千嶋の音楽を表現出
来ないこともありますし、どの会場に行っても2人で同じクオリティー
を毎回出せることは良いところかな！と思います。コンセントがなけ
れば無理なんですが（笑）

Q3  「広島の音楽シーンを世界に伝える先駆者になりたい」という大瀬
戸さん。近年では、中国でのライブツアーや、恵まれないタイの子供たち
に音楽を届けるボランティア活動など、国際的にも活動されていますね。
大瀬戸千嶋は広島から来た音楽家として、どのようにして広島の音楽
シーンを世界に伝えていますか？
A3  これまでに演奏してきた海外で『どこから来たの？』と言われた時に
『広島』と答えるとだいたい外国人の方が原爆のことを知っています。
大変だったな！今はどんな街になってる？と聞かれ、故郷広島の話を
する。日本で演奏している時とまた違う感情がそこにはあります。音
楽家として演奏するからこそ行ける国や街、会える人がいて、そこで
“元気な広島から音楽を届けに来ました”ということがこれからの
Peaceメッセージにもなるのかと思っています。
近年ではタイの奥地や中国にも行きますが、広島人が来たのは初め
て！など、言われることが多く、様々な場所で「広島音楽=大瀬戸千
嶋」と広がって行けば嬉しいです。

今年4月から広島テレビ『テレビ派』に水曜レギュラーコメンテーターに就任
『大瀬戸千嶋』のサックス奏者・大瀬戸 嵩さんに伺いました。

2日（日）

3日（月）

8日（土）

22日（土）～
23日（日）

29日（土）

30日（日）

クラングファルベ音楽教室　音楽発表会

春季大学・短期大学・専門学校
進学ガイダンス

ひがしひろしま音楽祭
酒の街JAZZナイト

歌劇「ヘンゼルとグレーテル」　
Pian pianino第2回公演

くららシネマ「日日是好日」

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

Ｎ-Ｓｔｕｄｉｏ　Ｄｒｕｍ　Ｓｃｈｏｏｌ　Ｃｏｎｃｅｒｔ
打楽器を中心とした、楽しいコンサート

みんなで歌おうコンサート2019　
晴れたらいいな素敵なひとときを 

チェンマイの風を感じて　
チェンマイ・ヒナステラ国際音楽コンクール特別賞受賞記念

クラシックコンサート　クラリネットと
ピアノによるサロンコンサート 

無　料

無　料

2,000円
（1ドリンク付）

無　料
（要入場整理券）

一般：1,000円
当日：1.300円
おやこの部 
一般：2,000円
こども：1,000円
オトナの部
一般：3,000円

無　料

500円

無　料

一般：2,000円
大学生以下：1,000円
一般：1,500円
学生：1,000円
幼児：500円

クラングファルベ音楽教室
TEL 082-426-5872
 
株式会社日本ドリコム（藤井）
TEL 082-240-4711

東広島市観光協会
TEL 082-420-0310
 
Pian pianino（森）
090-2803-1680

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

株式会社Ｎ-Ｓｔｕｄｉｏ（中光）
TEL 090-7894-2722
 
フロイデ東広島（景山）
TEL 082-423-6695 
 
本庄
TEL 090-7503-6629
 
クラシックコンサート（高西）
TEL 080-1905-4796

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

11：30

16：00

17:00～
20:20

①13:00
②17:00

①11:00
②14:00

おやこの部14：00
オトナの部17：00

1日（土）

8日（土）

9日（日）

22日（土）

29日（土）～
30日（日）

受動喫煙をなくす社会の実現　
2019世界禁煙デー市民公開講座in東広島

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

ひがしひろしま音楽祭
みんなで楽しくくららホール

岡村孝子 コンサート2019
 “T’s GARDEN”

ピアノ発表会

市民公開講座　事務局 
TEL 090-3375-9268 
 
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

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990
 
株式会社キハラ楽器 
TEL 082-423-7253 

15:00

14:00

11:00～
17：00

18:00

未　定

15：00

13:30

19：00

14:30

22日（土）

23日（日）

28日（金）

29日（土）

12:1512日（水）

指
チ

指
チ

指
チ

指

自

自

チ
自

自

自

チ
自

チ
自

チ
自

自

自

自

小
ホ
ー
ル

ロビーコンサート Vol.40
Musica da mamma （ムジカ ダ マンマ）

サ
ロ
ン
ホ
ー
ル

無　料
（要入場整理券）

無　料
（要事前申込）

一般：6,500円

無　料

無　料

こ
も
れ
び
広
場

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4月15日現在）

開催日 開催時間 料　金（税込） お問合わせ催　し　物

1日（水）～
6日（月）
8日（水）～
13日（月）
15日（水）～
20日（月）
22日（水）～
27日（月）
29日（水）～
6月3日（月）
5日（水）～
7日（金）
12日（水）～
17日（月）
19日（水）～
24日（月）
26日（水）～
7月1日（月） 

9:00～17:00

10:00～18:00

未定

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9：30～17：30

9:00～17:00

9:30～17:30

第17回　水彩画展～東広島水彩画教室～

おもしろ造形教室西明　作品展

第7回　シャドーＢｏｘ倶楽部　作品展

水彩教室「葉っぱの会」第4回作品展

春のさつき盆栽展～美しい花を求めて～

第35回化学反応討論会　
35th Symposiumon Chemical Kineticsand Dynamics

風ぐるま・かみ風せん・こすもすの会＋α「総合絵手紙展」

季節を彩る押花作品展　林まゆみ教室展

第3回　絵てがみ教室展
～愉しい仲間の絵てがみ展～

東広島水彩画教室（垣之内）
TEL 0823-25-8579 
おもしろ造形教室西明（西明）
TEL 090-2334-7561
シャドーＢｏｘ倶楽部（古澤）
TEL 082-422-0059
水彩教室「葉っぱの会」（大野）
TEL 082-434-5610
高屋さつき盆栽同好会（佐々木）
TEL 090-9064-4035
第35回化学反応討論会実行委員会（高口）
TEL 082-424-7406
ギャラリーショップ風見通り
TEL 082-430-8777 
アトリエ凛（林）
TEL 082-436-0770
絵てがみくららの会（高盛）
TEL 082-423-9837

5
月

 6
 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 Schedule5月-6月


