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東広島芸術文化ホール

1日（日）

8日（日）

22日（日）

27日（金）

くららシネマシリーズ「あん」

音の旅 vol.3　２人のピアノリサイタル 

Regalo Del Suono Piano Concert
Vol.4

「国際型ダイバーシティ研究環境実現プログラム」
中間総括シンポジウム

ジャンボ衣笠落語教室のってる会！

室内楽　公開講座
ピアノと弦のアンサンブルレッスン

EUPHONIUM CONCERT Ⅶ

三つ巴とワールドミュージック
～異国情緒への誘い～

無　料

前売：500円 
高校生以下：300円
当日：700円

一般：2,000円
高校生以下：1,000円
（当日各500円増し）
前売：500円
当日：600円
未就学児入場無料

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990
 
MUSIC　STUDIO　Y（児玉）
TEL 080-6673-7070
 
藤井 
TEL 080-1922-3711
 
広島大学学術室研究企画室（花谷）
TEL 082-424-5722 

東広島で落語を愉しむ会
TEL 090-3636-0272
 
ピティナ東広島ステーション  
TEL 090-7549-2115
 
本庄　直子
TEL 090-7503-6629

三つ巴アンサンブル（大藤）
TEL 090-6433-5745

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

①11：00
②14：00

14:00

14:00

13:30

4日（水）

13日（金）

14日（土）

15日（日）

16日（月）

19日（木）

民音文化講演会「地球のステージ」ｉｎ東広島
絶望を希望に変える力

日本オペレーションズ・リサーチ学会
2019年秋季研究発表会　特別講演 

未来博士3分間コンペティション2019

大瀬戸千嶋 
結成１３周年記念コンサート「飛翔」 

令和元年度西条地区敬老会

夢スター歌謡祭　春組対秋組　歌合戦 

MIN-ON中国 
TEL 082-567-0585 
公益社団法人
日本オペレーションズ・リサーチ学会（土肥）
TEL 082-424-7698 
未来を拓く地方協奏プラットフォーム
運営協議会事務局（山本） 
TEL 082-424-2058 
くららチケットセンター
TEL 082-426-5990 

西条住民自治協議会
TEL 082-430-7070 

株式会社夢グループ 
TEL 0570-064-724

19：00

10:40

13:00

14：30

13:00

13:00

13：00

10:00

14:00

16:00

1日（日）

20日（金）

21日（土）

23日（月）

12:1511日（水）
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チ

指
チ

指
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自

自

自
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チケット完売

無　料

無　料

無　料

自

自

自

自

自

自

自

小
ホ
ー
ル

ロビーコンサート Vol.43
大正琴アンサンブル「団」

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8月18日現在）

無　料

無　料

無　料

前売ＰＳ：9,180円
　　ＳＳ：7,538円
当日ＳＳ：8,640円

無　料

一般：3,500円
学生：2,000円

一般：3,000円
学生：2,500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月25日（金）
東広島芸術文化ホールくらら 大ホール

19:00 開演  18:00 開場

原田知世
『L’Heure Bleue』リリース・ツアー2019

2019年度
くららロビーコンサート

打楽器ワークショップ
inくらら

お昼のひととき、くららのこもれび広場で
気軽に“音楽”しませんか？
【日時】毎月第2水曜日　12：15～12：45
　　　 ※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】演奏を主とし、音楽を愛好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（出演申込書および企画書）を受付
期日までにご提出ください。
●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。
●楽器等の運搬は出演団体で行ってください。
●ピアノのご使用は、電子ピアノとなりますのでご了承ください。
【受付期間】出演希望日の3ヶ月前の月末 必着
【出演決定】応募多数の場合は、選考の上出演団体を決定します。
【お申込み・お問合せ】
応募用紙に必要事項をご記入のうえ、郵送、メールまたはくらら
窓口にてお申込みください。詳細および募集要項・申込書・企画
書のダウンロードはくららHPで！
http://kurara-hall.jp/news/lobbycon
東広島芸術文化ホールくらら　担当：大倉　
Tel 082-426-5900／Ｅ-mail  info@kurara-hall.jp
　　　　　　　　　　　　　　 （必ず受信設定してください）

身の周りにある色々な「モノ」を使って
音を出してみよう♪  くららの大ホール舞台に立って
リズムを体感してみよう♫
経験不問、譜面が読めなくても大丈夫！
どうぞお気軽にご参加ください。

10月16日（水） 14:00～15：00（予定）
くらら大ホール
【講　師】畑山洋平（広島文化学園大学非常勤講師） ほか

【参加料】無料

【定　員】2０名程度　　

【対　象】小学3年生程度～中学生（保護者同伴可）

【お申込み】
チラシもしくはくらら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にて
お申し込みください。
申込締切：10月6日（日）くらら必着

東広島芸術文化ホールくらら　
「打楽器ワークショップ　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-mail　info@kurara-hall.jp（必ず受信設定してください）

2019年10月6日（日）　15：00開演（14:00開場）
広島交響楽団 inくらら アフタヌーン・コンサート

◆広響メンバーによるプレ・コンサート◆
　先着100名様をご招待！　
　S席をご購入の方が対象です。
　入場整理券をご希望の方は、S席チケット購入時にお申し出下さい。
　（くららチケットセンターにてお取扱い）
　【時間】公演当日 14：15～14：35　【会場】３Ｆサロンホール
　【出演】Vn：佐久間聡一　Vc：マーティン・スタンツェライト 他

◆指揮者・下野竜也氏によるプレ・トーク◆
　チャイコフスキー・プログラムについて、
　聴きどころ等をお話しいただきます。
　（開演10分前、大ホールステージ上にて）

♪
♪

♪♪

出演者
募集中！

参加者
募集中！

音楽普及啓発事業

プレ・イベント開催のご案内

※写真はイメージです。



原田知世
「L’Heure Bleue」リリース・ツアー2019
10月25日（金）　大ホール　19:00開演
  全席指定　一般：5,800円［くらら会員5,300円］ 
　　　　　当日券6,300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：8月24日（土）10：00～
　くらら電話・インターネット：8月25日（日）10：00～
■一般販売　8月31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161-775）

ザ・クロマニヨンズ ツアー PUNCH 2019-2020
2020年3月21日（土）　大ホール　18：30開演
  全席指定　一般：5,200円 [くらら会員割引なし]　
※未就学児は保護者1名につき1名膝上鑑賞無料
　座席利用は有料
■「くららフレンズ」先行販売　
くららチケットセンター窓口：10月19日（土）10：00～
くらら電話・インターネット：10月20日（日）10：00～
■一般販売　10月26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159-703）
ローソンチケット　0570-084-006（Lコード60254）
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。
※車椅子席・介助者席はくららのみお取扱いします。
※　 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 Schedule10月

19日（土）

19日（土）

防犯ボランティア交流会 

Ｅｎｓｅｍｂｌｅ ＬＡＴ ＳＥＡＳＯＮ ３
ＩＮ ＪＡＰＡＮ ＲＯＭＡＮＣＥ ２

健康経営セミナー　

～暮らしの困りごと 何でも～
1日総合相談室

無　料

無　料

無　料

東広島市防犯連合会 
TEL 082-424-4248 
 
Ｅｎｓｅｍｂｌｅ ＬＡＴ（ムン ス ジョン）
TEL 090-8714-7730 

全国健康保険協会（鎌田）
TEL 082-568-1014 
 
東広島市役所地域づくり推進課（和田） 
TEL 082-420-0924

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

13:30

19:00

2日（水）

5日（土）

6日（日）

16日（水）

17日（木）

20日（日）

25日（金）

27日（日）

29日（火）

DRUM TAO
「RHYTHM of TRIBE ～時空旅行記２～」 
レット・イット・ビー
A CELEBRATION OF THE MUSIC
OF THE BEATLES PARTⅡ 
広島交響楽団 in くらら
アフタヌーン・コンサート

打楽器ワークショップ in くらら

夢スター歌謡祭　橋幸夫と歌の仲間たち

東広島次郎丸太鼓４０周年記念コンサート

原田知世
「L’Heure Bleue」リリース・ツアー2019

東広島混声合唱団第39回定期演奏会 

人権教育・人権啓発指導者研修会

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

東広島芸術文化ホールくらら
TEL 082-426-5900

株式会社夢グループ
TEL 0570-064-724

東広島次郎丸太鼓（大田） 
TEL 090-8994-0540

くららチケットセンター
TEL 082-426-5990

東広島混声合唱団
TEL 082-423-3399 

東広島市生活環境部人権男女共同参画課
TEL 082-420-0927 

19：00

15：30

15：00

14:00

13:00

17:30

19：00

14:00

①10:00
②14:00

13:30

10:00

10日（木）

24日（木）

12：159日（水）

指
チ

指
チ

指
チ

指
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自
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小
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ー
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ロビーコンサート Vol.44
ア・ラ・コルド

サ
ロ
ン
ホ
ー
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Ｓ席6,500円 Ａ席5,500円 
Ｂ席4,500円 
学生全席4,500円

無　料

無　料

無　料
（要事前申込）

2,500円

チ
自

指
チ

指

自

自

自

Ｓ席6,800円
A席5,800円
当日座席指定3,800円

一　般 5,800円
当日券 6,300円

一般1,000円
高校生以下500円

前売：一般1,000円
高校生以下500円
当日：一般1,200円
高校生以下600円

前売：ＰS席7,344円
ＳＳ席6,264円
当日：ＰＳ席8,640円
ＳＳ席7,344円

S席4,500円
A席3,500円 
B席2,500円
B席学生1,500円

こ
も
れ
び
広
場

チケット好評発売中

●2017年のライブ以来、くららのステージに立たれるのはこの度
　2回目ですが、西条とはご縁があるようですね。
はい。西条にあるCDショップのフランクスさんとは、2014年の
『noon moonツアー』での広島クラブクアトロのご紹介や、2015年
には賀茂鶴酒造 賀茂鶴一号蔵にて、伊藤ゴローさんとの歌と朗読の
イベント「on-doc.（オンドク）」を主催してくださいました。私にとっ
てどちらも記憶に残るイベントになりましたが、それ以降もきめ細か
い、温かいサポートをしてくださっています。

●お酒がお強いと伺いましたが、今回もお酒は楽しみに？
決して強いほうではないと思いますが（笑）、おいしいお料理と一緒
に楽しむおいしいお酒は好きですね。今回も良いコンサートにして、
メンバーやスタッフの皆さんと楽しい打ち上げができたらいいな、と
楽しみにしています。

●女優と歌手の両面でご活躍の原田知世さん。演技と歌は、ご自身
　の中でどのように作用していますか？
近年は、女優と歌手のお仕事をバランスよくできていると思います。
歌手のお仕事が続くとまた演じたくなりますし、女優のお仕事が続く
とまた歌いたいという欲求が湧いてきます。それぞれの仕事が、自
然と自分の気持ちの中で作用し合っています。今回も長らくドラマの
撮影が続いていますので、またコンサートでファンの皆さまと直接お
会いできるのがとても待ち遠しいです。

●今回は最新アルバム「L'Heure Bleue」を携えての全国ツアー
　ですが、聴きどころ・楽しみ方を教えてください。
『L'Heure Bleue』のアルバムの世界観を、演奏だけでなく、照明
などの演出でも表現するステージになります。アルバムを聴いてか
ら足を運んでいただくと、より楽しんでいただけると思います。もち
ろんおなじみの曲も歌いますので、お楽しみに。

●くららへご来場のお客様にメッセージをお願いします。
2017年に初めてくららの舞台に立たせていただきましたが、とても
素晴らしい響きをしていました。木のぬくもりも感じられ、スタッフの
方もとても温かく、メンバーみんなが大好きなホールになり、また演
奏してみたい！と思いました。再び皆さまにお会いできるのを楽しみ
にしています。ひと足早いクリスマス・プレゼントとなるような、素敵
なステージにしたいと思います。

近年出演ドラマが話題をさらっている
原田知世さん。
アーティストとしても、
変わらない爽やかな歌声を
披露しています。
NEWアルバム「L'Heure Bleue」や
歌にかける想いについて伺いました。
　　　　　　　　  写真：2019年1月28日 NHKホールライブ Ⓒ三浦憲治

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）

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
　　　　　 [くらら会員各席500円引き]
チケットぴあ  0570-02-9999（Pコード149-679）

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[くらら会員6,000円]
　　　　　 A席5,800円/当日座席指定3,800円
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/

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　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］
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）
エディオン広島本店（サンモール1F） TEL 082-247-5111

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8月18日現在）

開催日 開催時間 料　金（税込） お問合わせ催　し　物

4日（水）～
9日（月）
11日（水）～
16日（月）
18日（水）～
23日（月）
25日（水）～
30日（月）
2日（水）～
7日（月）
16日（水）～
21日（月）
23日（水）～
28日（月）
30日（水）～
11月4日（月）

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～16:00

9:00～17:00

9:00～17:00

9:00～17:00

10:00～18:00

第12回ふるさと東広島を撮る
バス停界隈”集落模様” 

グループ　ドメニカ展 

絵画同好会合同作品展　

けんみん文化祭 ’１９東広島地区Ｆ．Ｃ 文芸部門
作品展示会

11ｔｈ癒しの「中国工筆画への誘い」（墨游会） 

響展

楽しんでいる仲間の作品展

Sachi曼荼羅原画展2019～循環 

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 
グループドメニカ（礒道） 
TEL 082-425-5952 
絵画同好会（室岡） 
TEL 082-434-3982
東広島市文化連盟　副会長（田中） 
TEL 090-9735-7319  
墨游会 
TEL 082-422-6113 
響展（谷口）
TEL 082-434-5033
年金者組合（綿本） 
TEL 082-434-1579 
曼荼羅アーティストSachi（石黒）
TEL 090-4142-1311

9
月

 10
 月

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 Schedule9月-10月

酒まつり期間中、くららは“酒まつり実行員会”による
全館貸切となります。
そのため期間中の諸室のご利用ができませんので、
予めご了承ください。
右記“ご利用可能エリア”以外は立ち入り禁止となり
ます。「駐輪場」「障がい者用駐車場」もご利用いた
だけません。
なお、1階の『くらら総合案内・事務室』は通常営業い
たします。（9：00～19：00）

10/12～13「酒まつり」期間 くららの営業について10/12～13「酒まつり」期間 くららの営業について
■ご利用可能エリア
大ホール／小ホール／サロンホール／市民ギャラリー
こもれび広場／1階トイレ
■開館時間
10/12（土）9：00～20：00  
10/13（日）9：00～19：00　
10/14（月･祝）9：00～19：00　※窓口のみ営業


