
探検！ 発見！

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
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特集：DRUM  TAO  「RHYTHM  o f  T R I B E ～時空旅行記2～」

「くららパートナーシップ事業」募集開始

7月チケット発売情報

イベントガイド：7月／8月
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東広島芸術文化ホール

7日（日）

13日（土）～
14日（日）

28日（日）

ジャンボ衣笠・満福亭おかわり二人会
第４回東広島で落語を愉しむ会

第15回　2019民謡を唄う会
東広島民謡連合会「民謡・民舞」合同発表会

東広島市保育士就職相談会

MUSIC ART2019七夕ゆめ音フェス
夢叶えるステージ音楽で出会いを！！

クラシック サロン コンサート
子ども～大人まで7月20日はクラシックデー

東広島市立日本酒大学

無　料

無　料

無　料

無　料

一般：2,000円
学生：1,000円
幼児：500円

広島で落語を愉しむ会（尾崎）
TEL 090-3636-0272 
 
東広島市文化連盟東広島支部（渡部）
TEL 080-5623-7764 
 
東広島市保育課 
TEL 082-420-0934 

MUSIC ART実行委員会
TEL 082-426-1133 
 
Ｃｈｅｚ ＡＯＹＡＭＡ シェ アオヤマ
TEL 090-1016-4276  
 
東広島市産業部　観光振興課
TEL 082-420-0941

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
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ル

13:30

9:30

13:00

7日（日）

13日（土）

20日（土）

21日（日）

28日（日）

29日（月）

藤木直人
Naohito Fujiki Live Tour ver12.0
第69回“社会を明るくする運動”東広島市推進大会
兼「青少年の非行・被害防止に取り組む運動」
兼「東広島市暴走族追放キャンペーン」
スター☆トゥインクルプリキュア
ドリームステージ

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

第36回東広島市長杯オープン歌謡選手権大会

新井貴浩トークショー
東広島商工会議所創立30周年記念事業

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990
東広島市教育委員会
学校教育部  青少年育成課（塚原）  
TEL 082-420-0929
劇団飛行船 
TEL 06-6364-3769  
 
くららチケットセンター
TEL 082-426-5990
 
東広島市文化連盟東広島支部 歌謡部
TEL 082-422-6765 
 
東広島商工会議所　総務課
TEL 082-420-0301 
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ロビーコンサート Vol.41
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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6月16日現在）

前売：Ｓ席2,800円
　　 Ａ席2,300円　
当日各500円増額

無　料

無　料
（要事前申込）

無　料

一般：3,600円
当日：3,900円

前売：1,200円
高校生以下：800円
当日：1,500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

【駐車場のご案内】
くらら敷地内には一般駐車場がありません。できるだけ公共交通機関でお越しください。
なお、障がい者用駐車場は3台あり、ご利用日の1ヶ月前からご予約することができます。（利用料金無料）
＜ご予約＞くらら総合案内・事務室 TEL 082-426-5900（9：00～19：00）

◆市営駐車場のご案内
下記駐車場については、合計利用時間のうち2時間まで駐車料金が減免（無料）になります。
駐車券をくらら総合案内・事務室にお持ちください。

8時間以内の場合1時間ごとに 100円
8時間を超え24時間以内まで  800 円
24時間を超える場合 ６時間まで200円

0時～24時（終日）

平日：18時以降
土日祝日：終日
※ただし市役所を利用
　の方が優先されます。

228

166

①市営西条岡町駐車場

②市役所駐車場

駐 車 場 名 料　　　金営 業 時 間収容台数（台） 10.2 [    ]水 東広島芸術文化ホールくらら  大ホール
開場18：30 / 開演19：00

7月3日（水）9:00から「大ホール・小ホール」予約がインターネットでお申込み可能になります！

「大ホール・小ホール」インターネット予約開始のお知らせ

【申込期間】 毎月3日 9 : 00より受付
　　　　　　ご利用日の12ヶ月前の月の3日から
　　　　　　ご利用日の1ヶ月前まで
　　　　　　 ［大ホールの舞台のみ利用］
　　　　　　  3ヶ月前の月の3日から1ヶ月前まで
※1月のみ7日 9：00～（深夜0:00～朝4:30はご利用できません）
※例：10月3日のお手続きでは、翌年10月31日までが予約可
　能期間となります。

【対象施設】 大ホール・小ホール
　　　　　　 ※サロンホール・市民ギャラリーは対象外です。

【ご予約の流れ】
①団体登録番号入手　窓 口　　メール　　FAX
　登録用紙はくららHPにございます。窓口・FAX・メールでご
　提出ください。個人でのご利用でも登録が必要です。
　登録番号をお持ちでない方はインターネット予約サービスの
　ご利用ができません。

②希望日時・施設選択　ネット
　くららホームページ（http://kurara-hall.jp/）の「施設空き
　状況」（ひろしま公共施設予約サービス）より希望日時・施設をご
　選択ください。

③団体情報入力　ネット
　窓口で発行した登録番号8ケタを入力してください。
④仮予約完了　ネット
　インターネット上の作業は仮予約で終了となり、仮予約の期
　間は2週間です。期間内に精算手続きのないご予約は取消と
　なりますのでご注意ください。
⑤本予約完了　窓 口　 口座振込
　窓口にて施設利用料をご精算ください。精算が完了すると
　本予約となり、利用許可書を発行しますので、利用当日ご持
　参ください。※遠方の方は請求書発送もしております。

【変更・取消手続き】
精算前のご予約の変更・取消はインターネットでお手続きいただ
けます。
精算後のご予約の変更・取消は、別途手続きが必要となります
のでお問い合わせください。
※精算後の変更は1回まで可、取消は取消料50％（利用日1ヶ
　月を切ると100％）がかかります。

今年度より、東広島市内の様々な地域に出向き芸術文化普及活
動を行う個人・団体に対し、くららが支援を行う「東広島芸術文
化普及活動くららパートナーシップ事業」を実施します。
本事業のねらいは、東広島市内にて芸術文化活動を行う個人・
団体（プロ・アマチュア不問）と、くららがパートナーシップを組む
ことで、東広島市内全体の芸術文化普及、並びに活動のさらな
る活性化を図るものです。
近日、応募者向けの説明会を開催します。詳細や募集要項はく
ららＨＰ・チラシをご覧ください。
皆様からのご応募をお待ちしております。
■事業内容
　・活動１回あたり最大5万円、１団体あたり１年度20万円を上限と
　 した活動支援金の給付
　・チラシ・ポスターの配架やくららホームページ等での活動紹介な
　 ど情報発信の支援
　・必要に応じて、東広島市所有の弦楽器の貸し出し可　ほか 

■応募条件
（１）対象者
　東広島市内を拠点とし、芸術文化活動を行っている個人ならびに
　団体
（２）対象活動期間
　2019年7月1日から2020年3月31日まで
（３）支援対象事業
　広く市民を対象とした次の①②いずれかに該当するものとする。
　ただし、営利を目的とする活動および東広島芸術文化ホールで実
　施する事業は対象外とする。
　①市内で開催される参加体験型のワークショップ・ミニコンサート
　　などの普及啓発事業
　②あらゆる年代や幅広い地域において、芸術文化の普及啓発なら
　　びに発展に寄与する活動
（４）支援対象事業費
　出演料、交通費、広告宣伝費、通信運搬費など、活動を実施するう
　えで必要と判断される費用。ただし食糧費は除く。
■応募方法
　所定の申込用紙に企画書、収支計画書、役員名簿（団体の場合）を
　添えて、東広島芸術文化ホールくららまで郵送、もしくは１F事務室
　にご提出ください。（受付時間9：00～19：00）
　※メール、ファックスでの応募不可
■応募期間
　2019年6月1日から2020年2月29日まで
【お問合わせ／応募】 東広島芸術文化ホールくらら
「くららパートナーシップ事業」係　
〒739-0015 東広島市西条栄町7-19
TEL 082-426-5900 （9：00～19：00）
Eメール info@kurara-hall.jp　URL  http://kurara-hall.jp

大好評のくららバックステージツアーを今年も開催！
くらら自慢の大ホール舞台裏をのぞいてみませんか？
「奈落」「オーケストラピット」など、
普段は舞台スタッフしか立ち入ることができないエリアを探検、
照明や音響機材を実際に動かしてプロの仕事を体験できます！

2019年8月25日（日）
①10：30～12：00　②13：30～15：00

【定　　員】各回10組20名様
【対　　象】小学生以上
【お申込み】7月20日（土）9：00よりメールまたはFAXにて受付
参加者氏名、お子様の学年、住所、電話番号、メールアドレスを明記のうえ
ご応募ください。参加申込書はくららＨＰからもダウンロードできます。
東広島芸術文化ホールくらら　バックステージツアー係
メール info@kurara-hall . jp（必ず受信設定してください）
FAX 082-426-5901
【注意事項】
●小学生は必ず保護者同伴でご参加ください。
●当日は歩きやすい服装・運動靴でお越しください。
●ヘルメット（自転車用可）、まなぶちゃんノートをお持ちの方はご持参ください。

参加
無料

夏休みくららバックステージツアー
参加者
募集

「くららパートナーシップ事業」
募集を開始します！
「くららパートナーシップ事業」
募集を開始します！



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］
チケットぴあ  0570-02-9999（Pコード146-219）
ローソンチケット　0570-084-006（Lコード61756）
e＋（イープラス）http://eplus.jp/

くららシネマ「あん」
9月1日（日）　小ホール
①11：00　②14：00　［各回完全入替制］　
  全席指定　一般：1,000円 ［くらら会員800円］

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
チケットぴあ  0570-02-9999（Pコード149-389）

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 
  全席指定　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）］
チケットぴあ  0570-02-9999（Pコード149-396）

名曲の花束 ソフィア・ゾリステン＆リヤ・ペトロヴァ
11月3日（日・祝）　大ホール　14:00開演
  全席指定　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］
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/

エリザベト音楽大学 こどものためのミニオペラ
「アリスとパパゲーノの時間旅行」
8月24日（土）小ホール
①11：00開演／②14：00開演
 全席自由　入場無料 ※要入場整理券
7／10（水）10：00よりくらら窓口にて配布。
お一人様4枚まで、無くなり次第終了。

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
　　　　  学生：各席4,500円
　　　　　［くらら会員は各席500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：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）

ビートルズの歴史を体感できる再現コンサート
「レット・イット・ビー」
10月5日（土） 大ホール 15:30開演
 全席指定　一般：S席6,800円
　　　　　　　 A席5,800円
　　　当日座席指定：3,800円
　   ［くらら会員S席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
　7月6日（土）10：00～
　くらら電話・インターネット
　7月7日（日）10：00～
■一般販売 7月13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495-073）
　ローソンチケット：0570-084-006（Lコード63208）
　e＋（イープラス）http://eplus.jp/

くららシネマシリーズ

：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 Schedule8 月

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6月16日現在）

開催日 開催時間 料　金（税込） お問合わせ催　し　物

3日（水）～
8日（月）
10日（水）～
15日（月）
17日（水）～
22日（月）
24日（水）～
29日（月）
31日（水）～
8月5日（月）
7日（水）～
11日（日）
17日（土）～
19日（月）
21日（水）～
26日（月）
28日（水）～
9月2日（月） 

9:00～17:00

10:00～18:00

9:30～17:30

9:00～18:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

第５回　互友の会　絵画展

サイ・トゥオンブリ　hommage展Ⅱ
アメリカの現代美術作家サイ・トゥオンブリを通して啓発された仲間9名の展示

第１５回 障がい者支援施設ときわ台ホーム 
絵画教室作品展　仲間展

第5回版悠会　ひがし ひろしま 木版画展

東広島市中学校合同美術展

東広島市高等学校合同美術展

グループ　はまゆう　フランス刺繍展示会

第8回 ペン習字作品展
～美しい文字に魅せられて～

第5回　水彩連盟東広島支部展

互友の会（大成）
TEL 090-2860-7216 
サイ・トゥオンブリ hommage展Ⅱ（越川道江）
TEL 090-3370-5425  
障がい者支援施設ときわ台ホーム
TEL 082-420-9200 
版悠会
TEL 082-434-0652
公益財団法人東広島市教育文化振興事業団総務課
TEL 082-424-3811
公益財団法人東広島市教育文化振興事業団総務課
TEL 082-424-3811
フランス刺しゅう はまゆう（寺原） 
TEL 0823-82-6680 
東広島市文化連盟（難波）
TEL 080-1920-2249 
水彩連盟　東広島支部 
TEL 082-428-9669

7
月

 8
 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 Schedule7月-8月

4日（日）

16日（金）

17日（土）

24日（土）

30日（金）

31日（土）

（詩吟）安芸岳風会 令和元年 
後期審査発表会

就職ガイダンスinひがしひろしま
～合同企業面接会～

大林恵美フルートリサイタルｖｏｌ.３
花の都の香り
エリザベト音楽大学
こどものためのミニオペラ
「アリスとパパゲーノの時間旅行」
カープ VS ベイスターズ
パブリックビューイング

若松成ピアノリサイタル

広島カンターレオカリーナクラブ
第1回定期演奏会

oshaberi箏会 ～おさらい会～

くららしっくコンサート特別企画
サロンコンサート

芝居空間侍エレクトリカルパレード番外公演
侍タイムトラベルパレード

東広島市立日本酒大学

Kira2 Summer Performance 2019
キラキラ サマーパフォーマンス 2019

無　料

無　料
（要整理券）

無　料

前売：1,500円
（当日精算1,700円）
当日：2,000円

無　料

無　料

江風会安芸岳風会（熊本） 
TEL 082-423-3445 
 
東広島市産業振興課（横山）
TEL 082-420-0921
 
大林恵美リサイタル実行委員会 
megumiobayashi.concert@gmail.com
 
エリザベト音楽大学 学事部演奏活動窓口
TEL 082-225-8004

東広島芸術文化ホールくらら
TEL 082-426-5900

若松成コンサート実行委員会（菊谷）
TEL 080-3877-2714

広島カンターレオカリーナクラブ
TEL 090-1337-6140
 
oshaberi箏会（西村・折田）
TEL 090-9066-5479

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990

芝居空間侍エレクトリカルパレード（サトウ）
TEL 090-8362-4869

東広島市産業部　観光振興課
TEL 082-420-0941

東広島インターナショナルバレエ・SAYAKAバレエ（秋山）
TEL 090-2003-0824

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

12:30

13:30

14:00

①11:00
②14:00

18:00

18:00

4日（日）

11日（日）

25日（日）

南こうせつコンサートツアー2019
～いつも歌があった～

第29回グレンツェンピアノコンクール
東広島予選

探検！ 発見！
夏休みくららバックステージツアー

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990 
 
グレンツェンピアノ研究会
TEL 0995-22-4158

東広島芸術文化ホールくらら
TEL 082-426-5900 

17：00

11:00

①10：30
②13：30

13:30

13:30

14：00

24日①13:00
　　②18:00
25日①11:00
　　②15:00

18:30

15:00

2日（金）

3日（土）

10日（土）

24日（土）～
25日（日）

28日（水）

31日（土）

12：157日（水）

自
チ

自
チ

指
チ

自

自

自

自

自

自

自

自

小
ホ
ー
ル

ロビーコンサート Vol.42
ピアン ピアニーノ

サ
ロ
ン
ホ
ー
ル

 一般：7,000円 

一般：2,500円
学生：1,000円
一般ペア：4,500円
当日各500円増額
未就学児無料

前売：一般2,500円
高校生以下：1,500円
当日各500円増額

無　料

無　料

自

自

無　料

無　料
（要事前申込）

無　料
（要入場整理券）

無　料
（要入場整理券）

こ
も
れ
び
広
場

チケット好評発売中

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。

［全館休館］ 8月13日(火)・14日(水)・15日（木）

2019年度くらら
全館臨時休館日の

お知らせ

指揮・下野竜也氏による
プレ・トーク開催決定！
大ホールステージ上にて、
チャイコフスキー・プログラムについて
お話しいただきます。

Q1 結成25周年を迎え、昨年のパリ公演やボリショイバレエとの共演など、
TAOの進化が止まりませんね。

A1 前年を超える新作を！ ということを目標に結成当初から新作舞台制作
を毎年続けており、この変化やスピード感を求めて何度も足を運んでくれ
るリピーターのお客様が多いです。
近年、東京オリンピックの気運が高まっていることも相まって、私達TAOを
世界に発信したい「日本のエンターテイメントショー」として、海外の方向け
に紹介される機会が格段に増えたと実感しています。パリやロシアでは日
本文化交流年の開幕式で演奏し、特にモスクワでは日露両首脳を前に演奏
するという大変名誉な機会を頂きました。国内では今年、全国ツアーと同
時進行で、4月から東京・有楽町にて常設劇場「万華響-Mangekyo-」も本
格始動しました。特に海外からのお客様には、日本の新たなナイトエンター
テイメントとして楽しんでもらっています。

Q2 今回のプログラム「RHYTHM of TRIBE ～時空旅行記2～」の見どこ

ろ・楽しみ方を教えてください。

A2 「日本再発見！」をテーマとしたストーリー性溢れる舞台です。SAMU-
RAIが日本の良さを求めて、現代から時空さえも超えて旅に出るーTAOの
パフォーマンス、コシノジュンコ氏デザインの衣装、またプロジェクション
マッピング、全ての要素を融合して表現します。
またRHYTHM of TRIBEとは “舞族“の奏でるリズム…特定のリズムや概
念にとらわれない全く新しいTAOならではのリズム、という意味を込めて
います。和太鼓を中心とした和楽器を使用しながら、予測不可能なリズムや
構成で未だかつてないステージに仕上がっています。
作品自体は2018年の制作作品ですが、各地からアンコールの熱い声を頂
き、再演ツアーが実現しました。とは言ってもキャストも演出も新たに、より
成熟した舞台をお届けします！

Q3 毎年大分の久住高原で開催される「夏フェス」も大好評ですね！
メンバーの皆さん自らが屋台に立ってフードを販売されるとか。メンバーに
よる和太鼓ワークショップあり、日替わりイベントあり、と舞台とはまた違っ
たTAOが楽しめそうです。

A3 年間で唯一TAOの本拠地「TAOの里／Grandioso」を一般開放する
イベントです。フェスと聞くと複数アーティストが入れ替わりライブをやって
…というイメージかもしれませんが、TAOの夏フェスは、とにかく「TAO三
昧」です！ TAOの音楽や舞台が生まれる場所で、盛大にホームパーティー
を開くイメージで毎年開催しています。ですので、メンバー自ら全力でお客
様をおもてなししますし、屋台の一つひとつもメンバー自らがアイディアを
出し、プロデュース、そして自ら接客します！こんなに至近距離でお客さんと
触れ合えるのもここならでは。メンバーと写真を撮ったり、サインをもらった
り、ミニライブでは歴代の懐かしの楽曲を演奏したり、和楽器を洋楽器に持
ち替えてBANDを披露したり！ メンバーにとっても特別なイベントです。も
ちろん、ちゃんとメインの最新LIVEもやりますよ！ 笑

Q4 くららへご来場されるお客様へ、メッセージをお願いします。

A4 TAOと一緒に時空を超えて、思いっきり非日常を楽しんでください。
２年前に来場して頂いた方も、初めての方も、新たなTAOの、そして日本の
魅力を発見してもらえると思います！ 見終わる頃には・・・叫ぶ？ 笑う？ 泣く？
皆さんそれぞれの方法で自由に楽しんでください！
会場でお待ちしています。

※公演日程・詳細については
　チケット発売情報をご覧ください。

ついに、世界観客動員数800万人超えを果たした
驚異の和太鼓パフォーマンス集団DRUM TAO。

最先端の「THE 日本エンターテイメント」は、新感覚ライブ音楽の創造にとどまることを知らない。

2017年のくらら公演から２年、DRUM TAOが東広島に帰ってきた。

北米・ヨーロッパツアーの成功をはじめオフ・ブロードウェイSOLD OUT、
東京常設劇場「万華響-MANGEKYO-」上演開始、
また権威ある米『Newsweek』誌が「日本を売り込む”顔”になる！」と絶賛。

★残席わずか★


